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1．       の連結業績 (           ～           )18年 3月 期 平 成17年 4月 1日 平 成18年 3月31日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期       27,470     6.1       5,551    17.3       5,445    18.9

17年 3月期       25,886     7.8       4,731    35.3       4,577    36.6

１株当たり 総 資 本 売 上 高潜在株式調整後 株 主 資 本当 期 純 利 益
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年 3月期        2,904    15.8        127.78－      8.4    13.1    19.8

17年 3月期        2,509    51.5        110.29－      7.8    11.9    17.7

(注 )1.持分法投資損益 18年 3月 期 百万円 17年 3月 期 百万円－ －
2.期中平均株式数(連結) 18年 3月 期     22,602,517株 17年 3月 期     22,603,034株
3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

( 2 )連結財政状態

総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

      43,556       35,878     82.4      1,586.6518年 3月期

      39,674       33,080     83.4      1,462.8617年 3月期

(注 )期末発行済株式数 (連結 ) 18年 3月 期     22,602,200株 17年 3月 期     22,602,797株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
       4,249      △3,698         △905       11,92518年 3月期

17年 3月期        4,029      △3,752       △1,018       12,176

( 4 )連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社   17 － －

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社－ － － －

2．      の連結業績予想 (           ～           )19年 3月期 平 成18年 4月 1日 平 成19年 3月31日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

中 間 期       14,000        2,760        1,600

通 期       28,600        5,500        3,120

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )         137円 31銭

※ 　 上 記 に 記 載 し た 予 想 数 値 は 、 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 判 断 し た 見 通 し で あ り 、 多 分 に 不
　 　 確 定 な 要 素 を 含 ん で お り ま す 。 実 際 の 業 績 等 は 、 業 況 の 変 化 等 に よ り 、 上 記 予 想 数 値 と 異 な る 場
　 　 合 が あ り ま す 。 な お 、 上 記 予 想 に 関 す る 事 項 は 添 付 資 料 の ６ ペ ー ジ を 参 照 し て 下 さ い 。



１．企業集団の状況

　当社グループは、日東工器株式会社（当社）及び国内子会社６社、海外子会社11社によって構成され、迅速流体継手、

機械工具、リニア駆動ポンプ及びその他製品事業の製造・販売を主たる業務としております。

　なお、当社は新製品の研究開発・試作等を行い、それらの製造を国内・海外の製造子会社に委託しております。

　当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

(1）迅速流体継手

　迅速流体継手は、子会社の栃木日東工器株式会社、メドー産業株式会社、BRECO COUPLINGS,INC.及びNITTO　KOHKI

 COUPLING (THAILAND) CO.,LTD.が製造し、国内は当社、海外はNITTO KOHKI U.S.A.,INC.及びBRECO COUPLINGS,INC.

が主に販売しております。BRECO COUPLING, INC.は平成17年９月１日付けで清算が結了したため損益計算書のみを連

結しております。

(2）機械工具

　機械工具は、子会社の白河日東工器株式会社、株式会社メドテック、NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG. PTY.,LTD.、日

東工器－美進株式会社及びUNIVERSAL DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.が製造し、当社ならびに子会社の日東工器

サービスセンター株式会社、NITTO KOHKI U.S.A.,INC.、日東工器－美進株式会社及びUNIVERSAL DRILLING & 

CUTTING EQUIPMENT LTD.が主に販売しております。

(3）リニア駆動ポンプ

　リニア駆動ポンプは、子会社の栃木日東工器株式会社、NITTO KOHKI (THAILAND) CO.,LTD.が製造し、国内は子会社

のメドー産業株式会社、海外はMEDO U.S.A.,INC.が主に販売しております。

(4）その他

　その他製品の主たる建築機器（ドアクローザ）は、子会社の白河日東工器株式会社が製造し、当社が販売しており

ます。

　また、日東工器物流株式会社は、日東工器株式会社の商品の保管及び出荷業務を行っております。
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　事業の系統図は次のとおりです。
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２．経営方針
１）経営の基本方針

　当社は、創立以来「開発は企業の保険なり」の社是のもと、事業活動に取り組み、産業界の省力・省人化、作業環

境の改善を通じて社会に貢献することを基本方針に掲げております。この基本方針に基づいて、高機能・高品質・高

信頼性の製品づくりに努め「サステイナブル・グロウス」（持続可能な成長）を続け、企業価値を高めてまいります。

２）利益配分に関する基本方針

  当社の利益配分は、まず将来の事業展開に必要な資金確保のため内部留保の充実に努め、併せて、株主の皆様にも

安定的かつ高水準の利益還元を行うことを基本方針としております。

　当期末の利益配当金につきましては、１株につき20円を予定しております。すでに中間配当金として1株につき20円

をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき計40円になり、前年と同額を予定しております。

　今後の配当につきましては、1株につき年間40円の配当をベースに利益還元することを目標にしており、中間配当、

期末配当それぞれ1株につき20円配当を実施する計画です。

 なお、今期平成19年3月期は、当社創立50周年を迎えるため、中間配当時に1株につき記念配当10円を予定しておりま

す。

３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適正な株価形成を図る方策の一つとして、既に平成８年８月に株式の投資単位を1,000株から100株に変更

しております。

４）目標とする経営指標

　当社は、総資産経常利益率（ＲＯＡ）を経営指標としております。平成18年3月期の連結ＲＯＡは１３．１％の実績

でしたが、中期的には連結ＲＯＡ１５％達成を目指しております。

５）中長期的な経営戦略

　当社の中長期的な経営戦略は、お客様に喜んでいただける「ホンモノ」のモノづくりによって、日東工器ブランド

の向上、さらには企業価値の向上を目指すことであります。

６）会社が対処すべき課題

　平成19年３月期の日本経済は、前期に引き続き設備投資需要は堅調に推移すると予想しております。また、世界経

済についても、地域別には多少の増減はあるものの概ね前年度並みの経済成長を維持すると予想しております。一方、

材料価格の高騰や環境対応によるコストアップなどブレーキになる要因も潜在しております。

　このような状況のなかで当社は、独自技術を活かした高付加価値商品を開発し、新用途・新市場を開拓します。ま

た、将来の成長分野を見据えた中・長期的な研究開発にも継続的に経営資源を投入し、将来の新製品の育成にも注力

してまいります。

　生産面においては、自動化設備の導入による生産の効率化を図ると共に、品質強化や生産ノウハウ蓄積など将来を

見据えた設備投資・人材育成を継続的に行ってまいります。

　販売面においては、本年４月から営業第一本部と営業第二本部を「営業本部」として統合することによって情報の

一元化を図ると共に、地域別に東部・中部・西部の３つのブロックに分け、よりユーザーに密着した販売体制の構築

を図ってまいります。また、「マーケティング本部」を新設し、より戦略的な営業活動を支援する体制を敷いてまい

ります。

　さらに、建築機器事業部を新設し、従来の建築機器販売部と建築機器の開発部門を傘下に置いて、製品開発から販

売まで機動的な事業体制をとってまいります。

　海外市場については、国内の「営業本部」と「マーケティング本部」との連携を強化し、海外でのキメ細かい受注

活動を行ってまいります。また、１年前に設置いたしました「中国事業室」は引き続き中国市場開拓に注力してまい

ります。 

７）事業のリスク

イ）取引先の信用リスク

　当社は、代理店を通じて販売していますので、個別ユーザーの信用リスクはありませんが、取引先代理店に対す

る売掛債権の回収リスクがあります。当社の取引先企業は、長年継続して取引しており、信用のおける企業が大半

を占めております。また、社内規程（与信管理）に従って売掛債権の保全に努めております。

　しかし、取引先に不測の事態が万一発生した場合には、売掛債権の貸倒損失および、販売ルートを一時的に失う

ことによる売上減少リスクがあります。

ロ）為替変動リスク

　当社は、為替レートとして、１米ドル115円、１英ポンド195円、１ユーロ135円、１タイバーツ3.0円、100ウオ

ン11円、１豪ドル80円を想定して平成19年3月期の予算を策定しています。この予算レートよりも円高に振れた場合

には、利益が減少いたします。通貨によって影響額が異なりますが、仮に米ドルの為替変動が他の通貨にも連動す

ると仮定いたしますと、１米ドルが１円円高に振れると、当社の利益は約８百万円減少する計算になります。
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ハ）素材の仕入価格の高騰リスク

　当社は鉄、ステンレス、真鍮、アルミなど各種の素材を使用した製品を製造しております。中国の高度成長や原

油価格上昇に伴う素材価格の高騰から、当社使用の材料原価が上昇傾向にあります。コストダウン努力をしており

ますが、予想以上の素材価格高騰によって利益が減少するリスクがあります。

ニ）災害リスク

　地震、台風その他の自然災害によって、正常な事業活動ができなくなるリスクがあります。

  ８）親会社等について

　　イ）親会社等の商号

　　　　親会社等　：　株式会社日器　　　　

　　　　属性　　　：　関連会社　　　

　　　　親会社等の議決権所有割合　：　２８．０％

　　　　親会社等が発行する株券が上場されている取引所等　：　非上場

　　ロ）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけ

  親会社等に該当する株式会社日器は、当社の事業計画の策定や経営については一切関与しておらず、経営の独立

性確保しております。また、金銭・不動産等の賃貸借関係は一切ありません。

　　ハ）親会社等との取引に関する事項

　　　　親会社等との取引は一切ありません。

　　ニ）親会社等との役員の兼務状況

役職 氏名 親会社等の役職 就任理由

代表取締役　会長 御器谷　俊雄 親会社㈱日器の代表取締役 創業者でありオーナー

（注）当社の取締役７名、監査役４名のうち、親会社との兼任役員は当該２名のみである。

非常勤取締役 市川　光夫 親会社㈱日器の監査役
客観的立場での経営のチェック
機能として当社から就任を依頼

 

　ホ）親会社等からの出向者の受入れ

　　　親会社等からの出向者の受入れはありません。

９）関係会社との関係に関する考え方

　平成18年３月末現在における当社の連結子会社は国内６社、海外１０社で計１６社あります。このうち１３社は持

ち株比率１００％の子会社および孫会社であり、２社は持株比率９８％以上、残る１社は持株比率６５％の合弁会社

という内訳で、いずれも当社が経営権を持っております。関係会社における基本的な考え方としては、生産子会社は

ユーザーが求める品質・納期・コストで生産することによって貢献することとし、販売子会社は新用途・新市場の開

拓と、売上を伸ばして利益をあげることによって貢献する、という方針であります。

なお、BRECO　COUPLINGS，INC．は平成17年９月１日付で清算が結了したため損益計算書のみを連結しております。　

10）その他経営上の重要事項

　特筆すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１）経営成績

イ）当期の概況

　当連結会計年度における日本経済は、企業部門の改善が家計部門にも好影響を与えて、景気を安定的な回復軌道

に復帰させた１年となりました。一方海外においては、米国ではハリケーンによる影響は軽微であったことで、内

需を中心に堅調に推移しました。ユーロ圏では輸出が堅調な伸びを示したため、全体としては緩やかながらも回復

傾向になりました。またアジアでは中国が引き続き高い成長を続けているはか、台湾、韓国も景気減速に歯止めが

かかり輸出や民間消費主導で回復に向かいました。

　このように世界景気の堅調な拡大が追い風となっている環境の中で、当社グループは、国内及び世界市場で充分

競争力のある商品群と日東会ルート販売を軸にした国内外の営業網を活かしながら拡販をしてきました。

　こうした経営努力の結果、当連結会計年度における売上高は274億70百万円となり、前連結会計年度の258億86百

万円と比較すると6.1％の増収となりました。営業利益は55億51百万円となり、前連結会計年度の47億31百万円と比

較すると17.3％の増益となりました。経常利益においては、NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND) CO., LTD.での在庫

評価の影響等の一部マイナス要因もありましたが、国内および海外拠点のコストダウンが寄与して、54億45百万円

となり、前連結会計年度の45億77百万円と比較すると18.9％の増益となりました。これによって当期純利益は、製

造販売子会社BRECO COUPLING, INC.の事業売却損失があったものの29億４百万円となり、前連結会計年度の25億9百

万円と比較すると15.8％の増益となりました。

　これを事業のセグメント別に概観すると、次のとおりです。

　迅速流体継手事業では、世界景気の堅調な拡大が産業界の設備投資を上向かせ、中でも半導体関連や産業機械用

カプラなどを中心に需要が伸び、売上高は104億49百万円（前連結会計年度8.6％増収）となり、営業利益は23億95

百万円（同17.6％増益）となりました。

　機械工具事業では、前期から安定的に実績を残している「鋼材穴あけ加工機LO-3550」のほか、海外向け「鋼材穴

あけ加工機WA-5000」などが大きく貢献し、売上高は108億86百万円（同12.3％増収）となり、営業利益は20億36百

万円（同40.9％増益）となりました。

　リニア駆動ポンプ事業では、海外で堅調に推移したものの、国内の大口OEM（相手先ブランド製品）の需要が落ち

込んだこともあり、売上高は43億54百万円（同2.5％増収）となり、営業利益は９億４百万円（同6.9％減益）とな

りました。

　その他の事業では、ドアクローザ「オートヒンジ」が国内での競争が激化しており、その影響もあり、売上高は

17億79百万円（同23.6％減収）となり、営業利益は２億15百万円（同22.4％減益）となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりです。各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高または、振

替高を含んで記載しています。

　日本国内では、バブル崩壊後の長い低迷を抜け出し、新たな成長軌道に入ろうとしている中、売上高は240億66百

万円（前連結会計年度比4.0％増収）、営業利益は48億82百万円（同11.7％の増益）となりました。

　北米地域では、前述した製造販売子会社BRECO COUPLING, INC.の事業売却損失がありましたが、それ以上に景気

は底堅く、売上げ、利益とも好調に推移し売上高は19億70百万円（同28.2％増収）、営業利益は３億６百万円（同

149.3％増益）となりました。

　欧州地域では、景気は緩やかながら回復していることを受けて売上高は22億22百万円（同16.9％増収）となり、

営業利益は81百万円（同21.4％増益）となりました。

　アジア地域では、中国の高い経済成長とアジア諸国の経済回復を受けて34億83百万円（同22.3％増収）でしたが、

タイの製造子会社NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND) CO., LTD.での在庫評価の影響で利益を押し下げたものの、営

業利益は２億89百万円（同35.3％増益）となりました。

ロ）次期の見通し

　次期（平成19年３月期）は、連結の売上高286億円、経常利益55億円、当期純利益31億20百万円を目標にしており

ます。

　また、当社単体では売上高250億円、経常利益44億40百万円、当期純利益26億円を目標にしております。
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２）財政状態

イ）当期の概況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利

益53億11百万円（前連結会計年度費比20.5％増加）、定期預金の払戻による収入69億27百万円等による増加があっ

たものの、定期預金の預入による支出93億96百万円、法人税等の支払額20億96百万円、配当金の支払9億4百万円等

による減少があったため、前連結会計年度末に比べて2億51百万円（前連結会計年度比2.1％減少）減少し、当連結

会計年度末には119億25百万円となりました。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、42億49百万円（前連結会計年度比5.4％増加）となり

ました。これは、法人税等の支払20億96百万円、売上債権の増加2億84百万円等による減少があったものの、税金

等調整前当期純利益53億11百万円、その他の流動負債の増加3億6百万円等による増加があったことによるもので

あります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、36億98百万円（前連結会計年度比1.4％減少）となり

ました。これは、主に定期預金の払戻による収入69億27百万円、事業売却による収入1億円等の増加があったもの

の、定期預金の預入による支出93億96百万円、有形固定資産の取得による支出8億19百万円等による減少があった

ことによるものであります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、9億5百万円（前連結会計年度比11.0％減少）となり

ました。これは、主に配当金の支払9億4百万円による減少があったことによるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

17年３月期 18年３月期

自己資本比率（％） 83.4 82.4

時価ベースの自己資本比率（％） 122.2 158.3

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 364.0 311.5

　上記各指標の算式は以下のとおりであります。

自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算しております。

　（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を

対象としております。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

ロ）次期の見通し

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当期とほぼ同額の約40億円になるものと予想しております。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　投資活動によるキャッシュ・フローは、金型や国内外における機械設備を中心に11億40百万円の設備投資を予

定しております。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いによる支出を予定しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 11,995 14,492 2,496

２．受取手形及び売掛金  8,124 8,447 322

３．有価証券 899 899 △0

４．たな卸資産 4,504 4,764 259

５．繰延税金資産 619 684 64

６．債権信託受益権 2,078 1,799 △278

７．その他 200 216 15

貸倒引当金 △24 △22 2

流動資産合計 28,400 71.6 31,281 71.8 2,881

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 6,382 6,508  

減価償却累計額 3,616 2,766 3,771 2,737 △28

(2）機械装置及び運搬具 2,612 2,728  

減価償却累計額 1,638 974 1,797 931 △42

(3）工具器具備品 4,273 4,526  

減価償却累計額 3,530 743 3,763 762 19

(4）土地 4,145 4,145 0

(5）建設仮勘定 19 71 51

有形固定資産合計 8,649 21.8 8,649 19.9 △0

２．無形固定資産  

(1）営業権 205 96 △109

(2）その他 82 102 19

無形固定資産合計 288 0.7 198 0.4 △89

３．投資その他の資産  

(1）長期性預金 500 1,000 500

(2）投資有価証券 925 1,723 798

(3）長期貸付金 360 332 △27

(4）繰延税金資産 238 96 △142

(5）その他 377 339 △38

貸倒引当金 △64 △64 0

投資その他の資産合計 2,337 5.9 3,427 7.9 1,090

固定資産合計 11,274 28.4 12,275 28.2 1,000

資産合計 39,674 100.0 43,556 100.0 3,882
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 2,183 2,341 157

２．未払法人税等 1,182 1,583 400

３．賞与引当金 505 567 61

４．その他 1,214 1,475 260

流動負債合計 5,086 12.8 5,966 13.7 880

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 1,042 1,156 114

２．役員退職慰労引当金 93 102 8

３．繰延税金負債 48 115 67

４．その他 154 146 △7

固定負債合計 1,338 3.4 1,521 3.5 183

負債合計 6,424 16.2 7,488 17.2 1,063

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 169 0.4 190 0.4 21

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,850 4.7 1,850 4.3 －

Ⅱ　資本剰余金 1,925 4.8 1,925 4.4 －

Ⅲ　利益剰余金 29,387 74.1 31,371 72.0 1,984

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 314 0.8 760 1.8 445

Ⅴ　為替換算調整勘定 △184 △0.5 184 0.4 369

Ⅵ　自己株式 ※２ △212 △0.5 △214 △0.5 △1

資本合計 33,080 83.4 35,878 82.4 2,797

負債、少数株主持分及び
資本合計

39,674 100.0 43,556 100.0 3,882

 

- 9 -



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高 25,886 100.0 27,470 100.0 1,583

Ⅱ　売上原価 12,921 49.9 13,478 49.1 557

売上総利益 12,965 50.1 13,991 50.9 1,026

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．給料手当 2,274 2,522  

２．賞与引当金繰入額 284 264  

３．退職給付費用 246 153  

４．役員退職慰労引当金繰入額 33 34  

５．販売促進費 782 869  

６．研究開発費 ※１ 760 823  

７．その他 3,852 8,233 31.8 3,772 8,439 30.7 205

営業利益 4,731 18.3 5,551 20.2 820

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 32 52  

２．受取配当金 2 5  

３．為替差益 － 25  

４．その他 101 136 0.5 101 184 0.7 47

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 16 13  

２．売上割引 120 129  

３．たな卸資産処分損 96 79  

４．為替差損 34 －  

５．その他 21 290 1.1 68 291 1.1 1

経常利益 4,577 17.7 5,445 19.8 867

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 1 1  

２．固定資産売却益 ※２ 1 32  

３．投資有価証券売却益  0 －  

４．退職給付引当金戻入益  － 16  

５．償却債権取立益  26 －  

６．保険金収入 － 29 0.1 1 51 0.2 21

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 6 16  

２．固定資産売却損 ※３ 65 4  

３．貸倒引当金繰入額 15 －  

４．その他の投資評価損 1 －  

５．営業権償却 111 －  

６．事業売却損 － 163  

７．減損損失 － 200 0.8 0 185 0.7 △14

税金等調整前当期純利益 4,407 17.0 5,311 19.3 903

法人税、住民税及び事業税 1,822 2,545  

法人税等調整額 67 1,889 7.3 △160 2,385 8.6 495

少数株主利益 8 0.0 21 0.1 12

当期純利益 2,509 9.7 2,904 10.6 395
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,925 1,925

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,925 1,925

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 27,909 29,387

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,509 2,509 2,904 2,904

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,017 904

２．役員賞与 13 1,030 16 920

Ⅳ　利益剰余金期末残高 29,387 31,371
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,407 5,311
減価償却費 765 798
長期前払費用の償却額 4 7
退職給付引当金の増減額（減少：△） 29 111
役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △139 8
賞与引当金の増減額（減少：△） 13 61
貸倒引当金の増減額（減少：△） 18 △2
受取利息及び受取配当金 △35 △58
支払利息 16 13
為替差損益（差益：△） △1 9
事業売却損 － 163
有形固定資産除却損 6 16
有形固定資産売却損 65 4
その他の投資等評価損 1 －
有形固定資産売却益 △1 △32
投資有価証券売却益 △0 －
売上債権の増減額（増加：△） △20 △284
たな卸資産の増減額（増加：△） △341 △185
その他の流動資産の増減額（増加：△） 17 △11
その他の投資等の増減額（増加：△） 101 39
仕入債務の増減額（減少：△） 349 90
未払消費税等の増減額（減少：△） 52 △39
その他の流動負債の増減額（減少：△） 71 306
その他の固定負債の増減額（減少：△） △19 △15
役員賞与の支払額 △13 △16
その他 286 2

小計 5,632 6,300
利息及び配当金の受取額 33 58
利息の支払額 △16 △13
法人税等の支払額 △1,620 △2,096

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,029 4,249
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △7,657 △9,396
定期預金の払戻による収入 4,372 6,927
長期性預金の預入による支出 － △500
投資有価証券の取得による支出 △105 △46
投資有価証券の売却による収入 0 －
有形固定資産の取得による支出 △554 △819
有形固定資産の売却による収入 86 63
無形固定資産の取得による支出 △26 △49
長期前払費用の取得による支出 △16 △5
事業売却による収入 － 100
貸付けによる支出 △9 △18
貸付金の回収による収入 158 44

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,752 △3,698
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式取得による支出 △0 △1
配当金の支払額 △1,017 △904

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,018 △905
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 23 104

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △717 △251
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,894 12,176

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 12,176 11,925
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数　　　　　　　　17社

連結子会社名は、「第１企業の概況

４．関係会社の状況」に記載している

ため、省略します。

(1）連結子会社数　　　　　　　　17社

連結子会社名は、「第１企業の概況

４．関係会社の状況」に記載している

ため、省略します。

(2）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

 同　左

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用会社はありません。  同　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、次の各社の決算日は12

月31日であります。

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI(THAILAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.PTY.,LTD.

BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING  

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND)  

CO.,LTD.

連結子会社のうち、次の各社の決算日は12

月31日であります。

NITTO KOHKI U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.

MEDO U.S.A.,INC.

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH

NITTO KOHKI(THAILAND)CO.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY.,LTD.

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.PTY.,LTD.

＊BRECO COUPLINGS,INC.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING  

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND)  

CO.,LTD.

連結財務諸表の作成に当たっては、12月31

日決算日現在の財務諸表を採用し、平成17

年１月１日から連結決算日平成17年３月31

日まで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。

連結財務諸表の作成に当たっては、12月31

日決算日現在の財務諸表を採用し、平成18

年１月１日から連結決算日平成18年３月31

日まで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。

＊BRECO COUPLING, INCは平成17年９月１

日付けで採算が結了したため損益計算書の

み連結しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的債券

 　同　左

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

差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　　 同　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　 　同　左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　同　左

③　たな卸資産…商品・製品・材料・仕

掛品

当社及び国内連結子会社は主として総平均

法による原価法により評価しております。

なお、在外連結子会社は主として移動平均

法による低価法により評価しております。

③　たな卸資産…商品・製品・材料・仕

掛品

　 同　左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法、

在外連結子会社は所在地国の会計基

準の規定に基づく定額法によってお

ります。

ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）は、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　15年～50年

機械装置及び運搬具　４年～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　 同　左

②　無形固定資産

当社及び国内連結子会社は主として

定額法、在外連結子会社は主として

所在地国の会計基準の規定に基づく

定額法によっております。

②　無形固定資産

　 同　左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、ま

た、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勘案し

回収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　 同　左

②　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員に

対して支給する賞与に充てるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

②　賞与引当金

　 同　左

③　退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社は従業員

の退職給付に備えるため、当連結会

計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、当連結

会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時の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

処理することとしております。

また、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（５年）による均等額を費

用処理しております。

③　退職給付引当金

　同　左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

④　役員退職慰労引当金

当社及び一部の国内連結子会社は役

員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規による期末要支払額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

　同　左

 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

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なら

びに収益及び費用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

額は資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算の基準

 同　左

(5）重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社はリース物件

の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取

引については通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。

(5）重要なリース取引の処理方法

 同　左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

　　 同　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は全面時価評価法を採用しております。

同　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

白河日東工器株式会社に係る連結調整勘定

の償却については、５年間の均等償却を

行っております。

その他については少額のため発生時に一括

償却しております。

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

同　左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同　左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── 　（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

により損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式22,689,795株で

あります。

※１．同　左

※２．当社が保有する自己株式の数は、普通株式86,998株

であります。

※２．当社が保有する自己株式の数は、普通株式87,595株

であります。

  ３．受取手形裏書譲渡高                   8百万円   ３．受取手形裏書譲渡高                    6百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．研究開発費の総額　　　　　　　　　 760百万円 ※１．研究開発費の総額　　　　　　　　　  823百万円

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりです。 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりです。

建物及び構築物  －百万円

機械装置及び運搬具  1百万円

工具器具備品 0百万円

合計 1百万円

土地  30百万円

機械装置及び運搬具   1百万円

工具器具備品  0百万円

合計  32百万円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりです。 ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりです。

土地 　　　　 51百万円

建物及び構築物  11百万円

機械装置及び運搬具  0百万円

工具器具備品 1百万円

合計 65百万円

土地 　　　　  －百万円

建物及び構築物    －百万円

機械装置及び運搬具  4百万円

工具器具備品 0百万円

合計   4百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 11,995

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,797

有価証券の現金同等物 899

債権信託受益権の現金同等物 2,078

現金及び現金同等物 12,176

 （百万円）

現金及び預金勘定 14,492

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,266

有価証券の現金同等物 899

債権信託受益権の現金同等物 1,799

現金及び現金同等物 11,925

①　リース取引
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

Ⅰ　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

Ⅰ　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

2,661 2,405 255

工具器具備品 241 223 17

合計 2,902 2,629 273

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

建物付属設備 7 0 6

機械装置及び
運搬具 

2,306 1,983 322

工具器具備品 170 163 7

 無形固定資産
「その他」

8 5 2

合計 2,492 2,153 339

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 112百万円

１年超    268百万円

合計    381百万円

１年内    127百万円

１年超 333百万円

合計       460百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料    119百万円

減価償却費相当額    111百万円

支払利息相当額   15百万円

支払リース料       132百万円

減価償却費相当額       142百万円

支払利息相当額     11百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする級

数法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　左
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②　有価証券

前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在）

　該当するものはありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日現在）

種類

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 356 887 530

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 356 887 530

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 356 887 530

　（注）　減損処理後の帳簿価額を取得原価としております。なお、連結会計年度末時点の時価が取得原価に比べ50％以

上下落した場合の他、下落率が30％以上50％未満であり、かつ、過去２年間の各月末の下落率の平均値（単純

平均）が30％を超えている状態をもって「著しく下落した」としております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

0 0 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 899

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 38

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 899 － － －

(2）その他 － － － －

合計 899 － － －
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当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

　該当するものはありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

種類

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 366 1,647 1,281

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 366 1,647 1,281

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 366 1,647 1,281

　（注）　減損処理後の帳簿価額を取得原価としております。なお、連結会計年度末時点の時価が取得原価に比べ50％以

上下落した場合の他、下落率が30％以上50％未満であり、かつ、過去２年間の各月末の下落率の平均値（単純

平均）が30％を超えている状態をもって「著しく下落した」としております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー 899

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 75

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 899 － － －

(2）その他 － － － －

合計 899 － － －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

当社のデリバティブ取引は、為替予約取引のみを利用し

ております。

(1）取引の内容

 同　左

(2）取引に対する取組方針

当社は、通常の外貨建営業取引の範囲で輸出見込額を踏

まえ、回収される見込外貨から輸入品の代金の支払に充

当すべき決済見込額を控除した残高についてのみ、為替

予約によるデリバティブ取引を行う方針であります。

なお、当社が利用しているデリバティブ取引には、投資

目的のものはありません。

(2）取引に対する取組方針

 同　左

(3）取引の利用目的

当社は、通常の取引の範囲内で外貨建営業債権債務に係

る為替レートの変動リスクを回避する目的で、包括的な

為替予約取引を行っております。

(3）取引の利用目的

 同　左

(4）取引に係るリスクの内容

当社が利用している為替予約取引は、為替相場の変動に

よるリスクを有しております。

なお、当社のデリバティブ取引の契約先（株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）は信用度の高い銀行のため、契約不履

行によるリスクはほとんどないものと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

 同　左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の基本方針は取締役会で決定され取引

内容及び実行方法については内規に基づき実施され、か

つ、月次報告がなされております。

(5）取引に係るリスク管理体制

 同　左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あく

までもデリバティブ取引における名目的な契約額、また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

 同　左

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

売建

米国ドル 134 － 138 △4 290 － 293 △2

英国ポンド 24 － 25 △0 35 － 35 △0

ユーロ 76 － 77 △0 92 － 93 △1

計 235 － 241 △5 417 － 422 △4

前連結会計年度 当連結会計年度

　（注）１．時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。

　（注）１．時価の算定方法

　同　左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社及び連結子会社の退職給付制度

　当社、国内連結子会社及び一部の海外連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格

退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。

　また、海外子会社３社は確定拠出型の年金制度を設けております。

(2）制度別の補足説明

①　退職一時金制度

当社及び国内連結子会社４社ならびに海外子会社１社

②　適格退職年金制度

設定時期 備考

当社 昭和53年 （注）

栃木日東工器株式会社 平成12年 （注）

株式会社メドテック 昭和62年

　（注）　当社と栃木日東工器株式会社の共同委託契約であります。

③　厚生年金基金制度

設定時期 備考

白河日東工器株式会社 平成11年 （注）

　（注）　総合設立型の基金であります。掛金拠出割合により計算した、平成17年３月31日及び平成18

年３月31日現在の年金資産はそれぞれ158百万円、309百万円であります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △3,058 △3,187

(2）年金資産（百万円） 2,262 2,583

(3）未積立退職給付債務（百万円）（(1)＋(2)） △796 △603

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △253 △584

(5）未認識過去勤務債務（百万円） 64 31

(6）責任準備金（百万円） △55 －

(7）退職給付引当金（百万円）（(3)＋(4)＋(5)＋(6)） △1,042 △1,156

　（注）　子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

退職給付費用

(1）勤務費用（百万円） 194 190

(2）利息費用（百万円） 57 48

(3）期待運用収益（百万円） △34 △38

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 125 19

(5）過去勤務債務の費用処理額（百万円） 32 32

(6）退職給付費用（百万円）((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)) 375 252

　（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

２．確定拠出型年金制度への拠出額１百万円及び総合設立型厚生年金基金への拠出額10百万円については、勤務

費用に計上しております。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同　左

(2）割引率（％） 2.0 2.0

(3）期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(4）過去勤務債務の処理年数（年） 5

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数によ

る均等額を費用処理しており

ます。）

5

同　左

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 5

（発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により、翌連結会

計年度から費用処理すること

としております。）

5

同　左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 (単位：百万円)

（流動資産）

繰延税金資産

賞与引当金繰入超過額 206

未払事業税 84

棚卸資産に係る未実現利益 290

その他 38

繰延税金資産小計 619

繰延税金資産合計 619

（投資その他の資産）

繰延税金資産

退職給付引当金繰入超過額 395

役員退職慰労引当金繰入超過額 39

一括償却資産 16

その他 59

繰延税金資産小計 510

評価性引当額 △1

繰延税金資産合計 510

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金認容 △13

特別償却積立金認容 △7

子会社資産評価替 △34

その他有価証券評価差額金 △215

繰延税金負債合計 △270

繰延税金資産の純額 238

（固定負債）

繰延税金負債

海外子会社損金算入項目 △48

繰延税金負債合計 △48

繰延税金負債の純額 △48

繰延税金資産（負債）の純額 810

 (単位：百万円)

（流動資産）

繰延税金資産

賞与引当金繰入超過額 231

未払事業税 111

棚卸資産に係る未実現利益 296

その他 44

繰延税金資産小計 684

繰延税金資産合計 684

（投資その他の資産）

繰延税金資産

退職給付引当金繰入超過額 447

役員退職慰労引当金繰入超過額 41

一括償却資産 16

その他 78

繰延税金資産小計 584

評価性引当額 －

繰延税金資産合計 584

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金認容 △12

特別償却積立金認容 △5

子会社資産評価替 △34

その他有価証券評価差額金 △521

その他 29

繰延税金負債合計 △603

繰延税金資産（負債）の純額 △19

   繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

固定資産－繰延税金資産 96

固定負債－繰延税金負債 △115

２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との

差異原因の主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等負担率との

差異原因の主な項目別内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.98

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.01

住民税均等割額 0.48

留保金課税額 0.33

連結調整勘定償却 0.92

海外子会社の税率の差異 △1.25

その他 0.74

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
42.88

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.94

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.00

住民税均等割額 0.40

留保金課税額 0.25

事業売却損 1.15

海外子会社の税率の差異 0.35

その他 1.14

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
44.92
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

迅速流体
継手
（百万円）

機械工具
（百万円）

リニア駆
動ポンプ
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,618 9,693 4,246 2,328 25,886 － 25,886

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － (－) －

計 9,618 9,693 4,246 2,328 25,886 － 25,886

営業費用 7,581 8,247 3,275 2,050 21,155 (－) 21,155

営業利益 2,036 1,445 971 277 4,731 (－) 4,731

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 9,663 9,292 4,648 1,818 25,422 14,252 39,674

減価償却費 251 324 132 19 728 41 770

資本的支出 199 278 81 26 585 58 643

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。

各区分に属する主な製品は次のとおりであります。

(1）迅速流体継手　　　　　真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等

(2）機械工具　　　　　　　ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等

(3）リニア駆動ポンプ　　　コンプレッサ、ブロワ等

(4）その他　　　　　　　　建築機器、バランサ等

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、14,252百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金預金、債権信託受益権等）、長期投資資金（投資有価証券）

及び管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

迅速流体
継手
（百万円）

機械工具
（百万円）

リニア駆
動ポンプ
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 10,449 10,886 4,354 1,779 27,470 － 27,470

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － (－)  

計 10,449 10,886 4,354 1,779 27,470 － 27,470

営業費用 8,054 8,849 3,450 1,564 21,918 (－) 21,918

営業利益 2,395 2,036 904 215 5,551 (－) 5,551

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 9,262 10,806 5,397 1,476 26,942 16,614 43,556

減価償却費 262 390 124 21 799 58 858

資本的支出 281 291 122 7 703 148 852

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。

各区分に属する主な製品は次のとおりであります。

(1）迅速流体継手　　　　　真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等

(2）機械工具　　　　　　　ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等

(3）リニア駆動ポンプ　　　コンプレッサ、ブロワ等

(4）その他　　　　　　　　建築機器、バランサ等

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、16,614百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金預金、債権信託受益権等）、長期投資資金（投資有価証券）

及び管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

ヨーロッ
パ
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 21,412 1,530 1,862 1,081 25,886 － 25,886

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,728 6 38 1,766 3,541 △3,541 －

計 23,140 1,537 1,901 2,847 29,427 △3,541 25,886

営業費用 18,769 1,414 1,834 2,633 24,651 △3,496 21,155

営業利益 4,371 122 67 214 4,776 △44 4,731

Ⅱ．資産 19,543 1,547 1,927 2,405 25,422 14,252 39,674

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、カナダ

ヨーロッパ…英国、ドイツ、フランス他

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、14,252百万円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金（現金預金、債権信託受益権等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る

資産等であります。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

ヨーロッ
パ
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 22,007 1,947 2,173 1,341 27,470 － 27,470

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,058 23 49 2,141 4,272 △4,272 －

計 24,066 1,970 2,222 3,483 31,743 △4,272 27,470

営業費用 19,183 1,664 2,141 3,193 26,182 △4,264 21,918

営業利益 4,882 306 81 289 5,560 △8 5,551

Ⅱ．資産 20,562 1,654 1,945 2,780 26,942 16,614 43,556

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米…………米国、カナダ

ヨーロッパ…英国、ドイツ、フランス他

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、16,614百万円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金（現金預金、債権信託受益権等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る

資産等であります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

北米 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,662 2,209 2,255 1,092 7,220

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 25,886

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
6.4 8.5 8.7 4.2 27.9

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………米国、カナダ

(2）東南アジア……マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他

(3）ヨーロッパ……英国、ドイツ、フランス他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

北米 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,214 2,569 2,369 1,016 8,169

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 27,470

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.1 9.3 8.6 3.7 29.7

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……………米国、カナダ

(2）東南アジア……マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他

(3）ヨーロッパ……英国、ドイツ、フランス他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額     1,462.86円

１株当たり当期純利益      110.29円

１株当たり純資産額      1,586.65円

１株当たり当期純利益        127.78円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,509 2,904

普通株主に帰属しない金額（百万円） 16 16

（うち利益処分による役員賞与金） (16) (16)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,492 2,888

期中平均株式数（株） 22,603,034 22,602,517

希薄化効果を有していないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

─────── ───────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

迅速流体継手 9,409 10,821

機械工具 9,400 10,520

リニア駆動ポンプ 4,042 4,215

その他 1,706 1,476

合計 24,558 27,033

　（注）　上記金額は販売価格によります。また、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

迅速流体継手 9,618 10,449

機械工具 9,693 10,886

リニア駆動ポンプ 4,246 4,354

その他 2,328 1,779

合計 25,886 27,470

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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