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連結計算書類の注記事項

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

　連結子会社の数　　　　　　17社

連結子会社の名称　　　　ハギハラ・ウエストジャワ・インダストリーズ社

日本ファブウエルド株式会社

青島萩原工業有限公司

萩華機械技術（上海）有限公司

EPC Holdings Pte.Ltd.

東洋平成ポリマー株式会社

バルチップ株式会社

ハギハラ・インダストリーズ（タイランド）社

なお17社にはEPC Holdings Pte.Ltd.の子会社９社が含まれております。

（連結範囲の変更）

該当事項はありません。

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項

東洋平成ポリマー株式会社の決算日は３月31日であり、従来９月30日を仮決算日と

する計算書類を基礎としておりましたが、当連結会計年度より決算日を９月30日に変

更しており、同決算日現在の計算書類を基礎としております。

また、その他の連結子会社の決算日は３月31日、６月30日又は12月31日でありま

す。連結計算書類の作成にあたっては、９月30日を仮決算日とする計算書類を基礎と

しております。

なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。

⑶　会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
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ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　時価法

ハ．たな卸資産

(ⅰ)商品及び製品

合成樹脂加工製品事業　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

機械製品事業　　　　　　　主として個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

(ⅱ)仕掛品

合成樹脂加工製品事業　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

機械製品事業　　　　　　　主として個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

(ⅲ)原材料及び貯蔵品　　　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は定率法、在外子会社

は定額法

（ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４

月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法、2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10年～38年

機械装置及び運搬具 ４年～16年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、翌期支給見

込額のうち当連結会計年度負担額を計上してお

ります。

ハ．製品保証引当金　　　　　　　製品の無償補修にかかる支出に備えるため、過

去の無償補修実績を基礎として無償補修費見込

額を計上しております。

ニ．役員株式報酬引当金　　　　　取締役向け役員株式交付規程に基づく当社株式

の給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る株式給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっておりま

す。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び

退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用

いた簡便法を適用しております。
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⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主

持分に含めて計上しております。

⑥　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　為替予約について振当処理を行っております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する内部管理規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る為替相場の変動リスクを

一定範囲内でヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　　為替予約は振当処理によっているため、その判

定をもって有効性の評価に代えております。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年の定額法により償却を行っております。

⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法　　　税抜方式によっております。
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２．追加情報

（役員向け株式交付信託）

当社は、2018年１月23日開催の第55回定時株主総会決議に基づき、2018年６月27

日より、当社取締役（社外取締役を除く。以下同じ。)に対する信託を用いた新たな

株式報酬制度（以下「本株式報酬制度」という。）を導入しております。

本株式報酬制度は、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、

取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、

株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向

上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

⑴取引の概要

本株式報酬制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下「本信

託」という。）が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当

する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。

また、本株式報酬制度は、2018年10月末で終了する事業年度から2022年10月末で

終了する事業年度までの５年間に在任する取締役を対象といたします。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

⑵信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金銭を除く。）

により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自

己株式の帳簿価額は140,950千円、株式数は74,775株であります。

（新型コロナウイルス感染症の影響について）

当社グループは、国内外における新型コロナウイルス感染症の感染拡大により需

要の縮小や営業活動の制約という形で影響が出ております。

翌連結会計年度以降における新型コロナウイルス感染症の影響については、感染

状況が現状以上に悪化しないものの、世界的な景気へのマイナス影響が翌連結会計年

度末まで継続すると見込んでおり、この前提に基づき、固定資産の減損会計の適用の

判断等について会計上の見積りを行っております。

なお、当該見積りは現時点で当社グループが判断したものであり、上記前提に状

況変化が生じた場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。
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３．表示方法の変更

該当事項はありません。

４．連結貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 18,390,302千円

⑵　担保に供している資産

建物及び構築物 297,629千円

土地 1,399,328千円

上記に対応する債務

短期借入金 887,720千円

長期借入金 97,940千円

５．連結損益計算書に関する注記

当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

岡山県笠岡市 遊休地 土地 25,219千円

メキシコ　メキシコシティ － のれん 47,947千円

当社グループは、事業資産については管理会計上の区分を基準に主として工場単位に

より、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。市場価格の

下落により、上記資産の帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(25,219千円)として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は固定資産税評価額を基準に算定した価額により評

価しております。

のれんは、BarChip Mexico,S.A.DE CVについて買収時に想定していた超過収益力が見

込めなくなったことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(47,947千円)と

して特別損失に計上しております。回収可能価額は将来の事業計画に基づき零として

おります。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普 通 株 式 14,897,600株 －株 －株 14,897,600株

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普 通 株 式 431,013株 －株 4,800株 426,213株

（注）１．当連結会計年度の自己株式（普通株式）の株式数の減少4,800株は、役員株式交

付信託による交付によるものであります。

２．自己株式(普通株式)の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の株式数には、

役員株式交付信託が保有する当社株式79,575株及び74,775株がそれぞれ含まれ

ております。

⑶　配当に関する事項

イ．配当金支払額

決　　議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2020年１月23日
定時株主総会

普通株式
261,830千円
（注）1

18円00銭 2019年10月31日 2020年１月24日

2020年６月８日
取締役会

普通株式
261,830千円
（注）2

18円00銭 2020年４月30日 2020年７月２日

（注）１．配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式79,575株に対する配

当金1,432千円が含まれております。

２．配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式74,775株に対する配当

金1,345千円が含まれております。

ロ．基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの

決　　議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2021年１月26日
定時株主総会(予定)

普通株式 261,830千円 利益剰余金 18円00銭 2020年10月31日 2021年１月27日

（注）配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式74,775株に対する配当金

1,345千円が含まれております。
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７．金融商品に関する注記

⑴　金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、主に金融機関か

らの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低

減を図っております。また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式

であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）でありま

す。デリバティブは、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項

2020年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる

ものは、次表には含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時　価（千円） 差　額（千円）

⑴　現金及び預金 7,674,456 7,674,456 －

⑵　受取手形及び売掛金 6,905,700 6,905,700 －

⑶　投資有価証券 127,110 127,110 －

資産計 14,707,267 14,707,267 －

⑴　支払手形及び買掛金 1,434,279 1,434,279 －

⑵　電子記録債務 1,427,608 1,427,608 －

⑶　短期借入金（※１） 1,785,513 1,785,513 －

⑷　未払金 718,483 718,483 －

⑸　未払法人税等 446,167 446,167 －

⑹　長期借入金（※２） 367,028 369,154 2,126

負債計 6,179,080 6,181,207 2,126

デリバティブ取引（※３） 5,272 5,272 －

（※１）１年内返済予定長期借入金を含めておりません。

（※２）１年内返済予定長期借入金を含めております。

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については、（　）で示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

⑶　投資有価証券

時価については、取引所の価格等によっております。

負　債

⑴　支払手形及び買掛金、⑵　電子記録債務、⑶　短期借入金、⑷　未払金、⑸　

未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

⑹　長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む）

時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 3,400

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「資　産⑶　投資有価証券」には含めておりません。
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８．退職給付会計に関する注記

⑴　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確

定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間

に基づいた一時金又は年金を支給しております。

退職一時金制度（すべて非積立型制度であります。）では、退職給付として、給

与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退

職給付に係る期末自己都合要支給額より退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。

⑵　確定給付制度

①　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（③に掲げられた簡便法を適用した

制度を除く）

退職給付債務の期首残高 3,348,538千円

勤務費用 175,468千円

利息費用 53,917千円

数理計算上の差異の発生額 45,962千円

退職給付の支払額 △176,265千円

過去勤務費用の発生額 △34,740千円

為替換算差額 34,752千円

退職給付債務の期末残高 3,447,633千円

②　年金資産の期首残高と期末残高の調整表（③に掲げられた簡便法を適用した制度

を除く）

年金資産の期首残高 2,843,368千円

期待運用収益 42,581千円

数理計算上の差異の発生額 △42,320千円

事業主からの拠出額 114,012千円

退職給付の支払額 △158,042千円

年金資産の期末残高 2,799,599千円

③　簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 191,343千円

退職給付費用 22,305千円

退職給付の支払額 △19,309千円

退職給付に係る負債の期末残高 194,340千円
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④　退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に

係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 2,766,348千円

年金資産 △2,799,599千円

△33,250千円

非積立型制度の退職給付債務 875,625千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 842,374千円

退職給付に係る負債 875,930千円

退職給付に係る資産 △33,556千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 842,374千円

⑤　退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 175,468千円

利息費用 53,917千円

期待運用収益 △42,581千円

数理計算上の差異の費用処理額 △57,605千円

過去勤務費用の費用処理額 △34,740千円

簡便法で計算した退職給付費用 22,305千円

その他 46,685千円

確定給付制度に係る退職給付費用 163,449千円

⑥　退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおり

であります。

未認識数理計算上の差異 7,882千円

⑦　年金資産に関する事項

イ．年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

合同運用信託 76％

保険資産（一般勘定） 24％

合　計 100％

ロ．長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産

の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の

収益率を考慮しております。
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⑧　数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 主として0.7％

長期期待運用収益率 1.5％

９．１株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,625円54銭

⑵　１株当たり当期純利益                                     130円75銭

(注)１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株式総数及び期中平均株式数は、役員

株式交付信託が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

　　１株当たり情報の算定上控除した当該株式の期末発行済株式数　　74,775株

　　１株当たり情報の算定上控除した当該株式の期中平均株式数　　　76,559株

１０．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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計算書類の注記事項

１．重要な会計方針

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

⑵　デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　時価法

⑶　たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品及び製品

合成樹脂加工製品事業　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

機械製品事業　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　仕掛品

合成樹脂加工製品事業　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

機械製品事業　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③　原材料及び貯蔵品　　　　　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
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⑷　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　定率法

（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法、2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法を採用しておりま

す。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～38年

機械装置 ７年～12年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

⑸　引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に充てるため、翌事業年度

支給見込額のうち当事業年度負担額を計上して

おります。

③　製品保証引当金　　　　　　　　製品の無償補修にかかる支出に備えるため、過

去の無償補修実績を基礎として無償補修費見込

額を計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。

⑤　役員株式報酬引当金　　　　　　取締役向け役員株式交付規程に基づく当社株式

の給付に備えるため、当事業年度末における株

式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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⑹　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

⑺　ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　為替予約について振当処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する内部管理規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る為替相場の変動リスクを

一定範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　為替予約は振当処理によっているため、その判

定をもって有効性の評価に代えております。

⑻　退職給付に係る会計処理　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処

理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけ

る会計処理の方法と異なっております。

⑼　消費税等の会計処理方法　　　　　税抜方式によっております。

２．追加情報

（役員向け株式交付信託）

取締役（社外取締役を除く。）に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注

記については「連結計算書類の注記事項 ２．追加情報」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

３．表示方法の変更

該当事項はありません。
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４．貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 13,068,290千円

⑵　担保に供している資産

建物 223,267千円

土地 582,928千円

上記に対応する債務

関係会社の銀行借入金等 303,340千円

⑶　関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 824,275千円

短期金銭債務 355,321千円

⑷　保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対する債務保証

ハギハラ・ウエストジャワ・インダスト

リーズ社
（5,900千ドル） 617,140千円

⑸　取締役に対する金銭債務 245,321千円

５．損益計算書に関する注記

⑴　関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 1,916,675千円

仕入高 3,111,851千円

外注加工費 372,425千円

営業取引以外の取引高 40,471千円

⑵　関係会社株式評価損

関係会社株式評価損は、ハギハラ・インダストリーズ(タイランド)社の株式評価

損29,535千円であります。
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６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 431,013株 －株 4,800株 426,213株

（注）１．当事業年度の自己株式（普通株式）の株式数の減少4,800株は、役員株式交付信

託による交付によるものであります。

２．自己株式(普通株式)の当事業年度期首及び当事業年度末の株式数には、役員株

式交付信託が保有する当社株式79,575株及び74,775株がそれぞれ含まれており

ます。

７．税効果会計に関する注記

⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 157,252千円

関係会社株式 100,107千円

長期未払金 74,724千円

土地 12,576千円

退職給付引当金 42,146千円

未払事業税 25,255千円

未払費用 23,283千円

製品保証引当金 11,737千円

その他 48,979千円

小計 496,062千円

評価性引当額 △171,614千円

（繰延税金資産の合計） 324,448千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,191千円

その他 △1,605千円

（繰延税金負債の合計） △4,797千円

繰延税金資産（負債）の純額 319,650千円
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⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると

きの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2

住民税均等割 0.3

試験研究費等の税額控除 △1.6

評価性引当額の減少 △0.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.6

８．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

ハギハラ・
ウエストジャ
ワ・インダス
トリーズ社

所有
直接 99.0％
間接 0.9％

商品の仕入
債務保証
資金援助
役員の兼任

商品の仕入(注)1 2,143,466千円 買掛金 74,753千円

銀行借入に対する
債務保証(注)2

564,840千円 － －　千円

受取利息(注)3 384千円 － －　千円

資金の回収(注)3 32,664千円 － －　千円

子会社
東洋平成ポリ
マー株式会社

所有
直接 100.0％

資金援助
役員の兼任

資金の貸付 300,000千円
その他流動資産
（短期貸付金）

300,000千円

(注)１．価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考に決定しております。

２．期末における債務保証残高を記載しております。

３．貸付金の利率については、市場金利を勘案し合理的に決定しております。

９．１株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,591円05銭

⑵　１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119円90銭

(注)１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株式総数及び期中平均株式数は、役員

株式交付信託が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

　　１株当たり情報の算定上控除した当該株式の期末発行済株式数　　74,775株

　　１株当たり情報の算定上控除した当該株式の期中平均株式数　　　76,559株

１０．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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