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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 30,073 9.5 5,819 4.8 5,853 7.5 3,061 5.4

18年３月期 27,470 6.1 5,551 17.3 5,445 18.9 2,904 15.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 135 43 － － 8.3 13.1 19.3

18年３月期 127 78 － － 8.4 13.1 20.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 45,561 38,294 83.5 1,682 92

18年３月期 43,556 35,878 82.4 1,586 65

（参考）自己資本 19年３月期 38,037百万円 18年３月期 35,878百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,478 3,581 △1,130 18,042

18年３月期 4,249 △3,698 △905 11,925

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 20 00 － － 20 00 40 00 904 31.3 2.6

19年３月期 － － 30 00 － － 20 00 50 00 1,130 36.9 3.1

20年３月期（予想） － － 20 00 － － 30 00 50 00 － 32.3 －

 　（注）１．19年３月期中間期末配当金の内訳　記念配当　10円00銭

 　　　　２．20年３月期（予想）期末配当金の内訳　特別配当　10円00銭

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 15,400 4.8 3,050 △2.7 3,050 △2.6 1,750 5.6 77 43

通期 30,800 2.4 6,100 4.8 6,100 4.2 3,500 14.3 154 85
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社 （社名　株式会社夢工房） 除外 －社 （社名　－）

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、18ページ「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」及び「表示方法の変更」をご

覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 22,689,795株 18年３月期 22,689,795株

②　期末自己株式数 19年３月期 87,755株 18年３月期 87,595株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 25,026 6.7 4,083 △2.5 4,468 △1.7 2,332 △14.1

18年３月期 23,460 4.3 4,188 18.1 4,547 25.3 2,716 23.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 103 19 － －

18年３月期 119 45 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 38,291 33,729 88.1 1,492 31

18年３月期 37,663 32,777 87.0 1,449 49

（参考）自己資本 19年３月期 33,729百万円 18年３月期 32,777百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 13,000 5.3 2,300 0.7 2,350 0.5 1,380 17.1 61 06

通期 26,000 3.9 4,470 9.5 4,750 6.3 2,780 19.2 123 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、後半、半導体・エレクトロニクス分野が生産調整で減速したものの、企業

収益改善や需要増加に支えられ、総じて底堅く推移しました。力強い外需をけん引役に設備投資も堅調に推移したこ

とから、個人消費にも波及し「いざなぎ景気」を抜き、戦後最長となる景気拡大の局面を迎えました。

  海外においても、米国では設備投資や個人消費は底堅く、欧州では内需拡大により景気は緩やかに拡大しました。

アジアでは中国を中心に力強い成長を持続するなど景気は総じて堅調に推移しました。

  このような環境の中で当社グループは、原材料の価格高騰が持続されてはいますが、原価低減策を実施し総材料費

への影響を極力押さえる努力をしてまいりました。さらには、品質の向上を図ることで、国内および世界市場で十分

な競争力を持ったものづくりに取り組んでまいりました。

  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300億73百万円となり、前連結会計年度274億70百万円

と比較すると9.5％の増収になりました。また営業利益は58億19百万円となって、前連結会計年度55億51百万円から

4.8％の増益になりました。これによって、当期純利益は30億61百万円となり、前連結会計年度29億4百万円から5.4％

の増益となりました。

  なお、本社新築・建替えを実施しており総投資額40億円を見込んでおります。これに伴い、今期は既存建物の除却

と解体費用の減損損失を5億26百万円計上しております。

  事業のセグメント別に概観すると、次のとおりです。

  迅速流体継手では、国内外の堅調な景気による産業界の設備投資に支えられ、幅広く需要が伸び、売上高は110億35

百万円（前連結会計年度比5.6％の増収）となりましたが、原材料の価格高騰の影響で営業利益は23億59百万円（前連

結会計年度比1.5％の減益）となりました。

  機械工具事業では、鋼材用穴あけ加工機（商品名　アトラ）と溶接のスパッタ取り用工具（商品名　ジェットタガ

ネ）などが大きく貢献し、売上高は122億74百万円（前連結会計年度比12.8％の増収）となり、営業利益は23億72百万

円（前連結会計年度比16.5％の増益）となりました。

  リニア駆動ポンプ事業では、国内の浄化槽用ブロワの需要が落ち込んだものの、海外で堅調に推移したことにより、

売上高は48億57百万円（前連結会計年度比11.6％の増収）となりましたが、原材料の値上がりと為替の影響で営業利

益は9億7百万円（前連結会計年度比0.3％の増益）となりました。

  建築機器、他の事業では、ドアクローザ「中心吊型のオートヒンジ」等の販売が好調であり、売上高は19億5百万円

（前連結会計年度比7.0％の増収）となりましたが、原材料の価格高騰と国内での価格競争の影響もあり営業利益は1

億79百万円（前連結会計年度比16.5％の減益）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。なお、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おります。

  日本国内では、産業界全般の堅調な伸びの影響で、売上高は258億25百万円（前連結会計年度比7.5％の増収）とな

りましたが、原材料の価格高騰を受けたために営業利益は47億73百万円（前連結会計年度比2.3％の減益）となりまし

た。

  海外においては、海外子会社の業績が好調に推移し売上高は91億74百万円（前連結会計年度比19.5％の増収）とな

り、営業利益は10億36百万円（前連結会計年度比52.9％の増益）となりました。

  詳細については、所在地別セグメント情報をご参照ください。

 

  次期（平成20年3月期）の見通しは、連結の売上高308億円、経常利益61億円、当期純利益35億円を目標にしており

ます。

  また、当社単体では売上高260億円、経常利益47億50百万円、当期純利益27億80百万円を目標にしております。
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(2）財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産残高は、前連結会計年度末に比べて20億４百万円（前連結年度末比4.6％）増加し455億61

百万円となりました。その主な増加要因は、当期の順調な営業業績に伴う資金の増加であり、増加内訳は有価証券12

億99百万円、現金及び預金９億22百万円であります。

負債残高は、前連結会計年度末に比べて２億21百万円（前連結会計年度比3.0％）減少し72億66百万円となりました。

その主な増減要因は、未払法人税等６億13百万円の減少及び日東工器本社建替えに伴う未払取壊し費用２億10百万円

等による未払金未払費用３億44百万円の増加によるものであります。

純資産残高は、前連結会計年度末に比べて24億16百万円（前連結会計年度比6.7％）増加し382億94百万円となりま

した。その主な増加要因は、当期純利益による利益剰余金19億14百万円、為替換算調整４億79百万円であります。

 ② キャッシュ・フローの状況

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、定期預金の預入による支

出68億35百万円、法人税等の支払額29億46百万円等による減少があったものの、定期預金の払戻による収入112億42百

万円、税金等調整前当期純利益53億25百万円による増加があったため、前連結会計年度末より61億16百万円（前連結

会計年度比51.3％）増加し、当連結会計年度末には180億42百万円となりました。

    ＜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、34億78百万円（前連結会計年度比18.1％減）となりま

した。これは、法人税等の支払額29億46百万円、たな卸資産の増加２億40百万円等による資金の減少があったもの

の、税金等調整前当期純利益53億25百万円、減価償却費８億65百万円等の資金の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得られた資金は、35億81百万円（前連結会計年度比－％）となりました。

これは、主に定期預金の預入による支出68億35百万円、有形固定資産の取得による支出８億46百万円等による資金

の減少があったものの、定期預金の払戻による収入112億42百万円等の資金の増加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、11億30百万円（前連結会計年度比24.8％増）となりま

した。これは主に配当金の支払11億30百万円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。

18年３月期 19年３月期

自己資本比率（％） 82.4 83.5

時価ベースの自己資本比率（％） 158.3 136.2

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 311.5 351.8

 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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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普通配当２０円に創立

５０周年記念配当１０円を加え３０円の配当をしておりますので、当期の年間配当金は１株につき普通配当４０円に記

念配当１０円を加え合計５０円の配当となり、昨年に比べて１０円の増配を予定しております。

　今後の配当につきましては、１株につき普通配当４０円を計画しており、中間配当、期末配当それぞれ２０円の配当

を計画しております。

(4）事業等のリスク

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118円、１英ポンド230円、１ユーロ155円、１タイバーツ3.5円、100ウオン

12円、１豪ドル90円を想定して平成20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。

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。

二）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。
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２．企業集団の状況
 

 

（Ｔ） 

（Ｔ） 

日 
 
 
 
 
 
 
 

東 
 
 
 
 
 
 
 

工 
 
 
 
 
 
 
 

器 
 
 
 
 
 
 
 
(

株)
 

国
内
得
意
先 

日東工器物流(株) 

（物流会社） 

(株)メドテック 

（国内製造会社） 

（Ｔ） 

白河日東工器(株) 

（国内製造会社） 

(Ｄ･Ｈ) 

栃木日東工器(株) 

（国内製造会社） 

(Ｃ･Ｌ) 

NITTO KOHKI 
(THAILAND) CO., 

LTD. 

（タイ国・製造会社） 

NITTO KOHKI  
COUPLING (THAILAND) 

CO., LTD. 

（タイ国・製造会社） 

海 
 
 
 

外 
 
 
 

得 
 
 
 

意 
 
 
 

先 

日東工器サービスセンター(株) 
(製品) （Ｔ） 

メドー産業(株) 

（国内製造販売会社） 
(製品) （Ｌ） 

（Ｃ） 

NITTO KOHKI U.S.A.,INC. 

（米国・販売会社） 
(製品) 

MEDO U.S.A.,INC. 

（米国・販売会社） 
(製品) （Ｌ） 

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD. 

（英国・販売会社） 
(製品) (Ｃ･Ｔ･Ｌ) 

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING  
EQUIPMENT LTD. 

（英国・製造販売会社） 

(製品) （Ｔ） 

NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH 

（独国・販売会社） 
(製品) (Ｃ･Ｔ･Ｌ) 

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD 

（豪州・販売会社） 
(製品) (Ｃ･Ｔ･Ｌ) 

NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG PTY LTD 

（豪州・製造会社） （Ｔ） 

日東工器－美進(株) (合弁65％) 

（韓国・製造販売会社） 
(部品) (Ｔ･Ｄ) 

（Ｔ） 

･･･新製品の研究・試作 

（国内販売会社） 

（Ｃ） 

（Ｌ） 

(Ｃ･Ｔ･Ｄ･Ｌ･Ｈ) 

(Ｃ･Ｔ) 

(株)夢工房 

（研究・試作会社） 

(Ｃ･Ｔ･Ｄ･Ｌ･Ｈ） 

図中、製品を以下の略称
記号で表示しています。 
Ｃ：カプラ 
Ｔ：機械工具 
Ｄ：電動ドライバ 
Ｌ：リニア 
Ｈ：ドアクローザ 
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３．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）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19年３月中間期の連結ＲＯＡは13.0％の実績

でしたが、中期的には通期での連結ＲＯＡ１５％達成を目指しております。

3）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。

4）会社が対処すべき課題

　平成20年３月期の日本経済は、長期にわたる好景気が続いていることから若干の踊り場も予想されるものの、概ね設

備投資需要は堅調に推移すると予想しております。世界経済においては、米国経済の減速懸念や地政学リスクによる原

油価格の高騰などの不確定要因がありますが、前年並みの経済成長を維持するものと予想しております。

　このような状況のなかで当社は、次のような施策を計画しております。

　研究開発面では、中・長期的な視点で必要な経営資源を投入し、独創的な商品の開発に注力いたします。

　生産面においては、計画的な設備投資による生産の効率化を図るとともに、品質の良い製品を供給し続けることに

よって、ブランド力の強化を図ってまいります。

　販売面においては、国内市場では東部・中部・西部それぞれの地域特性にあった販売体制をとるとともに、キャラバ

ンカーを全国に配備して新たな需要の掘り起こしを行ってまいります。海外市場では、国内販売部門と連携をとって海

外進出企業へのサービス体制の強化を図り、特に中国市場を含むアジア圏、東欧などの成長市場の開拓に注力してまい

ります。

　昨年４月に新設した建築機器事業部は、販売部門と開発部門を傘下に置いて１年が経過し成果が出てきております。

今後も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。

5）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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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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 14,492 15,415  

２．受取手形及び売掛金 ※４ 8,447 8,764  

３．有価証券 899 2,197  

４．たな卸資産 4,764 5,193  

５．債権信託受益権 1,799 1,799  

６．繰延税金資産 684 650  

７．その他 216 247  

貸倒引当金 △22 △27  

流動資産合計 31,281 71.8 34,240 75.2 2,958

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 6,508 5,637

減価償却累計額 ※５ 3,771 2,737 3,161 2,475  

(2）機械装置及び運搬具 2,728 2,947

減価償却累計額 1,797 931 2,070 876  

(3）工具器具備品 4,526 4,744

減価償却累計額 ※５ 3,763 762 3,940 803  

(4）土地 4,145 4,239  

(5）建設仮勘定 71 83  

有形固定資産合計 8,649 19.9 8,478 18.6 △170

２．無形固定資産

(1）営業権 96 －  

(2）のれん － 50  

(3）その他 102 89  

無形固定資産合計 198 0.4 140 0.3 △58

３．投資その他の資産

(1）長期性預金 1,000 500  

(2）投資有価証券 1,723 1,329  

(3）長期貸付金 332 305  

(4）繰延税金資産 96 323  

(5）その他 339 258  

貸倒引当金 △64 △14  

投資その他の資産合計 3,427 7.9 2,702 5.9 △724

固定資産合計 12,275 28.2 11,321 24.8 △954

資産合計 43,556 100.0 45,561 100.0 2,004
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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 ※４ 2,341 2,370  

２．未払法人税等 1,583 969  

３．賞与引当金 567 589  

４．役員賞与引当金 － 16  

５．その他 1,475 1,881  

流動負債合計 5,966 13.7 5,827 12.8 △139

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 1,156 1,175  

２．役員退職慰労引当金 102 134  

３．繰延税金負債 115 24  

４．その他 146 105  

固定負債合計 1,521 3.5 1,439 3.2 △81

負債合計 7,488 17.2 7,266 15.9 △221

（少数株主持分）

少数株主持分 190 0.4 － － △190

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 1,850 4.3 － － △1,850

Ⅱ　資本剰余金 1,925 4.4 － － △1,925

Ⅲ　利益剰余金 31,371 72.0 － － △31,371

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

760 1.8 － － △760

Ⅴ　為替換算調整勘定 184 0.4 － － △184

Ⅵ　自己株式 ※２ △214 △0.5 － － 214

資本合計 35,878 82.4 － － △35,878

負債、少数株主持分及び
資本合計

43,556 100.0 － － △43,556
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,850 4.1 1,850

２．資本剰余金   － －  1,925 4.2 1,925

３．利益剰余金   － －  33,286 73.1 33,286

４．自己株式   － －  △214 △0.5 △214

　　株主資本合計   － －  36,847 80.9 36,847

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  526 1.2 526

２．為替換算調整勘定   － －  663 1.4 663

　　評価・換算差額等合計   － －  1,189 2.6 1,189

Ⅲ　少数株主持分   － －  256 0.6 256

純資産合計   － －  38,294 84.1 38,294

負債純資産合計   － －  45,561 100.0 45,561
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 27,470 100.0 30,073 100.0 2,603

Ⅱ　売上原価 13,478 49.1 15,257 50.7 1,779

売上総利益 13,991 50.9 14,815 49.3 823

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．給料手当 2,522 2,393

２．賞与引当金繰入額 264 261

３．退職給付費用 153 135

４．役員退職慰労引当金繰
入額

34 36

５．販売促進費 869 995

６．研究開発費 ※１ 823 885

７．その他 3,772 8,439 30.7 4,288 8,996 29.9 556

営業利益 5,551 20.2 5,819 19.4 267

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 52 127

２．受取配当金 5 7

３．為替差益 25 13

４．家賃収入 － 35

５．その他 101 184 0.7 84 268 0.9 83

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 13 9

２．売上割引 129 121

３．たな卸資産処分損 79 66

４．たな卸資産評価損 54 23

５．その他 14 291 1.1 12 234 0.8 △57

経常利益 5,445 19.8 5,853 19.5 408

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 1 0

２．固定資産売却益 ※２ 32 2

３．投資有価証券売却益  － 11

４．退職給付引当金戻入益  16 －

５．障害者作業施設設置等
助成金

 － 3

６．保険金収入  1 －

７．補償金収入 － 51 0.2 14 31 0.1 △20

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 16 24

２．固定資産売却損 ※３ 4 4

３．固定資産圧縮損 － 3

４．事業売却損 163 －

５．減損損失 ※４ 0 185 0.7 526 558 1.9 373

税金等調整前当期純利
益

5,311 19.3 5,325 17.7 14

法人税、住民税及び事
業税

2,545 2,373

法人税等調整額 △160 2,385 8.6 △128 2,245 7.5 △139

少数株主利益 21 0.1 18 0.0 △2

当期純利益 2,904 10.6 3,061 10.2 156
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,925

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,925

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 29,387

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,904 2,904

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 904

２．役員賞与 16 920

Ⅳ　利益剰余金期末残高 31,371
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,850 1,925 31,371 △214 34,933

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △1,130 － △1,130

役員賞与（注） － － △16 － △16

当期純利益 － － 3,061 － 3,061

自己株式の取得 － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

  1,914 △0 1,914

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,850 1,925 33,286 △214 36,847

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等 
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

760 184 944 190 36,068

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － △1,130

役員賞与（注） － － － － △16

当期純利益 － － － － 3,061

自己株式の取得 － － － － △0

自己株式の処分 － － － － －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△234 479 245 66 311

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△234 479 245 66 2,225

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 663 1,189 256 38,294

 （注）平成18年６月の定時株主総会及び平成18年11月の取締役会並びに平成19年３月における利益処分であります。
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 5,311 5,325
減価償却費 798 865
長期前払費用の償却額 7 10
退職給付引当金の増減額（減少：△） 111 16
役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 8 31
賞与引当金の増減額（減少：△） 61 38
貸倒引当金の増減額（減少：△） △2 4
受取利息及び受取配当金 △58 △134
支払利息 13 9
為替差損益（差益：△） 9 29
事業売却損 163 －
減損損失 － 526
有形固定資産除却損 16 24
有形固定資産売却損 4 4
有形固定資産売却益 △32 △2
投資有価証券売却益 － △11
売上債権の増減額（増加：△） △284 △202
たな卸資産の増減額（増加：△） △185 △240
その他の流動資産の増減額（増加：△） △11 36
その他の投資等の増減額（増加：△） 39 －
仕入債務の増減額（減少：△） 90 △89
未払消費税等の増減額（減少：△） △39 △5
その他の流動負債の増減額（減少：△） 306 126
その他の固定負債の増減額（減少：△） △15 △54
役員賞与の支払額 △16 △16
その他 2 15

小計 6,300 6,309
利息及び配当金の受取額 58 125
利息の支払額 △13 △9
法人税等の支払額 △2,096 △2,946

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,249 3,478
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 △9,396 △6,835
定期預金の払戻による収入 6,927 11,242
長期性預金の預入による支出 △500 －
有価証券の取得による支出 － △99
有価証券の売却による収入 － 99
投資有価証券の取得による支出 △46 9
投資有価証券の売却による収入 － 20
有形固定資産の取得による支出 △819 △846
有形固定資産の売却による収入 63 13
無形固定資産の取得による支出 △49 △19
長期前払費用の取得による支出 △5 △20
事業売却による収入 100 －
貸付けによる支出 △18 △15
貸付金の回収による収入 44 43
その他 － 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,698 3,581
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 △1 △0
配当金の支払額 △904 △1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー △905 △1,130
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 104 187

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △251 6,116
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,176 11,925

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 11,925 18,042
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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.

日東工器－美進㈱

UNIVERSAL DRILLING & CUTTING  

EQUIPMENT LTD.

NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND)  

CO.,LTD.

＊株式会社夢工房

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

日付けで清算が結了したため損益計算書の

み連結しております。

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。

＊株式会社夢工房は、平成18年８月28日付

で設立のため当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

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

　　　　　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

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　役員賞与引当金 

──────

③　役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は役員賞与

の支出に備えて、支給見込額を計上

しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しておりま

す。

この結果、従来の方法に比べて販売

費及び一般管理費が16百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ同額減少

しております。
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

 

 

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、内規による当連結会計年度末要

支給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

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

額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。

(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

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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 　────── のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。 

８．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。

　────── 
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

９．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

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

────── 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は38,037百万

円であります。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

────── 

 

 　（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。 

 

────── 

 　（連結損益計算書）

「家賃収入」は、前連結会計年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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．──────

※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。

※２．──────

  ３．受取手形裏書譲渡高                    6百万円   ３．受取手形裏書譲渡高                    4百万円

※４．────── ※４．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については

、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが

満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。当連結会計年度末満期手形の金額は、次のとお

りであります。

　　　　　受取手形　　　　　　　　126百万円

　　　　　支払手形　　　　　　　　278百万円　

※５．────── ※５．有形固定資産の減価償却累計額は、減損損失累計額

を含んでおります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．研究開発費の総額　　　　　　　　　  823百万円 ※１．研究開発費の総額　　　　　　　　　  885百万円

※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。

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

土地    －百万円

機械装置及び運搬具    2百万円

工具器具備品   －百万円

合計    2百万円

※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。

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

機械装置及び運搬具   4百万円

工具器具備品  －百万円

合計    4百万円

 ※４．減損損失

 　　　──────

 ※４．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額

東京本社

（東京都大田

区）

本社付属設備 建物 522百万円

同上

 
備品

工具器具及び

備品
4百万円

当社グループは、製造拠点については当該拠点別に、

販売拠点及び本社並びに社宅等については共有資産とし

て資産のグルーピングをしております。その他、賃貸物

件及び遊休資産については、物件ごとにグルーピングを

しております。

当社は、平成18年10月17日開催の取締役会において本

社新築・建替え計画を決議したことにより、将来使用す

る見込みのなくなった固定資産について減損損失を特別

損失に計上しております。

なお、回収可能価格は除却までの使用価値により算定

しております。割引率については除却までの期間が短く

金額的影響が僅少なため考慮しておりません。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 22,689 － － 22,689

合計 22,689 － － 22,689

自己株式

普通株式 87 0 － 87

合計 87 0 － 87

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 452 20 平成18年３月31日 平成18年6月22日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 678 30 平成18年９月30日 平成18年12月８日

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

　　　次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 452  利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月22日

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 （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

 （百万円）

現金及び預金勘定 15,415

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,369

有価証券の現金同等物 2,197

債権信託受益権の現金同等物 1,799

現金及び現金同等物 18,042
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

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

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 2 4

機械装置及び
運搬具 

2,386 1,869 517

工具器具備品 179 167 11

 無形固定資産
「その他」

10 8 1

合計 2,583 2,048 534

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    127百万円

１年超 333百万円

合計       460百万円

１年内    181百万円

１年超    541百万円

合計       721百万円

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       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

支払リース料        147百万円

減価償却費相当額        229百万円

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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（有価証券関係）

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

前連結会計年度
（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）

該当するものはありません。

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 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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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19年３月31日現在）

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債 999 998 △0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 999 998 △0

合計 999 998 △0

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

種類

当連結会計年度
（平成19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 375 1,262 887

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 375 1,262 887

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 375 1,262 887

　（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18年４月１日　至　平成19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）

20 11 －
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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19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 1,198

(2）その他有価証券

非上場株式 67

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19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 999 － － －

②　社債 － － － －

③　その他 1,198 － － －

(2）その他 － － － －

合計 2,197 － － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年３月31日） 当連結会計年度（平成19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 290 － 293 △2 263 － 262 0

英国ポンド 35 － 35 △0 55 － 55 0

ユーロ 92 － 93 △1 113 － 114 △0

計 417 － 422 △4 432 － 432 0

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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（退職給付関係）

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18年３月31日及び平成19

年３月31日現在の年金資産はそれぞれ309百万円、344百万円であります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △3,187 △3,677

(2）年金資産（百万円） 2,583 2,704

(3）未積立退職給付債務（百万円）（(1)＋(2)） △603 △972

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △584 △468

(5）未認識過去勤務債務（百万円） 31 265

(6）責任準備金（百万円） － －

(7）退職給付引当金（百万円）（(3)＋(4)＋(5)＋(6)） △1,156 △1,175

　（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17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

退職給付費用

(1）勤務費用（百万円） 190 233

(2）利息費用（百万円） 48 49

(3）期待運用収益（百万円） △38 △44

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 19 △67

(5）過去勤務債務の費用処理額（百万円） 32 78

(6）退職給付費用（百万円）((1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)) 252 249

　（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。
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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18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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 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

 (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 240

未払事業税 72

棚卸資産に係る未実現利益 271

その他 66

繰延税金資産小計 650

繰延税金資産合計 650

（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 453

役員退職慰労引当金繰入超過額 54

一括償却資産 16

減損損失 157

その他 52

繰延税金資産小計 734

評価性引当額 －

繰延税金資産合計 734

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金認容 △11

特別償却積立金認容 △4

子会社資産評価替 △34

その他有価証券評価差額金 △360

その他 △24

繰延税金負債合計 △435

繰延税金資産（負債）の純額 299

   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 323

固定負債－繰延税金負債 △24

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
0.94

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

２．  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省

略しています。
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（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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

建築機器、
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 11,035 12,274 4,857 1,905 30,073 － 30,073

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － (－) －

計 11,035 12,274 4,857 1,905 30,073  30,073

営業費用 8,676 9,902 3,950 1,725 24,254 (－) 24,254

営業利益 2,359 2,372 907 179 5,819 (－) 5,819

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 9,611 11,472 5,451 1,736 28,271 17,290 45,561

減価償却費 247 428 159 21 857 71 928

減損損失 － － － － － 526 526

資本的支出 261 316 222 9 809 74 884

　（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。なお、当連結会計年度からその他セグメントについては、

ほとんどが建築機器の売上げであるので、建築機器、他の表示に変更しております。

(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）建築機器、他　　　　　建築機器等

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、17,290百万円であり、

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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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 23,417 2,108 2,727 1,819 30,073 － 30,073

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,407 11 75 2,431 4,926 △4,926 △0

計 25,825 2,120 2,803 4,250 34,999 △4,926 30,073

営業費用 21,051 1,705 2,665 3,766 29,189 △4,935 24,254

営業利益 4,773 414 137 484 5,810 8 5,819

Ⅱ．資産 18,241 2,511 3,988 3,529 28,271 17,290 45,561

　（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、17,290百万円であり、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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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） 2,409 3,164 3,018 1,442 10,035

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 30,073

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.0 10.5 10.0 4.8 33.4

　（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額      1,682.92円

１株当たり当期純利益       135.43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、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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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） 2,904 3,061

普通株主に帰属しない金額（百万円） 16 －

（うち利益処分による役員賞与金） (16) (－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,888 3,061

期中平均株式数（株） 22,602,517 22,602,121

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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 10,431 10,517  

２．受取手形 ※2,3 3,891 3,714  

３．売掛金 ※３ 3,807 4,167  

４．有価証券 899 2,197  

５．製品 1,948 2,066  

６．材料 186 213  

７．仕掛品 38 27  

８．前渡金 53 40  

９．前払費用 22 33  

10．関係会社短期貸付金 189 180  

11．債権信託受益権 1,799 1,799  

12．繰延税金資産 288 261  

13．その他 159 165  

流動資産合計 23,718 63.0 25,384 66.3 1,666

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※４ 2,897 1,894

減価償却累計額 1,679 1,218 943 950  

２．構築物 ※４ 361 360

減価償却累計額 307 53 307 53  

３．機械装置 85 86

減価償却累計額 76 8 75 10  

４．車輌運搬具 33 33

減価償却累計額 13 19 20 12  

５．工具器具備品 3,934 4,114

減価償却累計額 3,339 595 3,463 650  

６．土地 2,867 2,926  

７．建設仮勘定 5 36  

有形固定資産合計 4,767 12.7 4,640 12.1 △127

(2）無形固定資産

１．営業権 9 －  

２．のれん － 3  

３．特許権 6 4  

４．商標権 0 0  

５．実用新案権 0 －  

６．ソフトウェア 56 50  

７．その他 14 14  

無形固定資産合計 87 0.2 72 0.2 △14
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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)

(3）投資その他の資産

１．長期性預金 1,000 500  

２．投資有価証券 1,720 1,326  

３．関係会社株式  5,127 5,177  

４．従業員長期貸付金 274 253  

５．関係会社長期貸付金 720 515  

６．長期前払費用 19 19  

７．差入敷金保証金 100 59  

８．保険積立金 18 22  

９．繰延税金資産 － 210  

10．その他 171 123  

貸倒引当金 △62 △14  

投資その他の資産計 9,090 24.1 8,193 21.4 △896

固定資産合計 13,945 37.0 12,907 33.7 △1,038

資産合計 37,663 100.0 38,291 100.0 627
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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 ※２ 88 77  

２．買掛金 ※３ 1,133 1,159  

３．未払金 182 415  

４．未払法人税等 1,372 766  

５．未払消費税等 17 －  

６．未払費用 516 628  

７．前受金 4 4  

８．預り金 40 61  

９．賞与引当金 396 404  

10．役員賞与引当金 － 16  

11．その他 15 9  

流動負債合計 3,768 10.0 3,543 9.3 △225

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 812 799  

２．役員退職慰労引当金 91 124  

３．繰延税金負債  86 －  

４．その他 127 95  

固定負債合計 1,117 3.0 1,019 2.7 △98

負債合計 4,885 13.0 4,562 11.9 △323

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 1,850 4.9 －  △1,850

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,925 －

資本剰余金合計 1,925 5.1 －  △1,925

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 462 －

２．任意積立金

(1）配当平均積立金 220 －

(2）固定資産圧縮積金 19 －

(3）別途積立金 24,800 －

(4）中間配当積立金 0 －

３．当期未処分利益 2,952 －

利益剰余金合計 28,456 75.6 －  △28,456

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

760 2.0 －  △760

Ⅴ　自己株式 ※５ △214 △0.6 －  214

資本合計 32,777 87.0 －  △32,777

負債・資本合計 37,663 100.0 －  △37,663
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,850 4.8 1,850

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,925    

資本剰余金合計   － －  1,925 5.0 1,925

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   462    

(2）その他利益剰余金         

中間配当積立金  －   1    

配当平均積立金  －   220    

固定資産圧縮積金     17    

別途積立金     26,300    

繰越利益剰余金  －   2,640    

利益剰余金合計   － －  29,641 77.4 29,641

４．自己株式   － －  △214 △0.6 △214

株主資本合計   － －  33,203 86.7 33,203

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  526  526

評価・換算差額等合計   － －  526 1.4 526

純資産合計   － －  33,729 88.1 33,729

負債純資産合計   － －  38,291 100.0 38,291
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 ※２ 23,460 100.0 25,026 100.0 1,566

Ⅱ　売上原価

１．期首製品たな卸高 1,791 1,948

２．当期製品製造原価 ※７ 12,785 13,964

３．当期商品仕入高 ※７ 12 19

計 14,589 15,932

４．期末製品たな卸高 1,948 2,066

５．他勘定振替高 ※３ 80 12,560 53.5 81 13,784 55.1 1,224

売上総利益 10,900 46.5 11,242 44.9 342

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．運賃荷造費 336 363

２．広告宣伝費 121 132

３．販売促進費 762 866

４．給与手当 1,563 1,560

５．賞与 276 267

６．賞与引当金繰入額 285 289

７．退職給付費用 139 119

８．役員退職慰労引当金繰
入額

30 33

９．厚生福利費 334 345

10．減価償却費 124 134

11．業務委託費 488 525

12．賃借料 97 98

13．研究開発費 ※１ 823 885

14．その他 1,327 6,711 28.6 1,537 7,158 28.6 446

営業利益 4,188 17.9 4,083 16.3 △104

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※７ 26 48

２．有価証券利息 0 7

３．受取配当金 ※７ 390 396

４．為替差益  12 0

５．その他 114 544 2.3 114 568 2.3 23

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0

２．売上割引 123 121

３．たな卸資産除却損 55 57

４．その他 6 185 0.8 3 183 0.7 △2

経常利益 4,547 19.4 4,468 17.9 △78
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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)

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※４ 32 －

２．貸倒引当金戻入益  1 －

３．投資有価証券売却益 － 33 0.1 11 11 0.0 △22

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 8 16

２．減損損失 ※６ － 8 0.0 526 543 2.2 534

税引前当期純利益 4,572 19.5 3,936 15.7 △635

法人税、住民税及び事
業税

1,972 1,713

法人税等調整額 △116 1,855 7.9 △109 1,604 6.4 △251

当期純利益 2,716 11.6 2,332 9.3 △384

前期繰越利益 236 － △236

中間配当積立金取崩額 452 － △452

中間配当額 452 － △452

当期未処分利益 2,952 － △2,952

製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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)

Ⅰ　材料費 ※２ 11,751 91.8 12,850 92.1 1,099

Ⅱ　労務費 460 3.6 465 3.3 4

Ⅲ　経費 ※３ 587 4.6 636 4.6 49

当期総製造費用 12,799 100.0 13,953 100.0 1,153

期首仕掛品たな卸高 23 38 14

計 12,823 13,991 1,167

期末仕掛品たな卸高 38 27 △11

当期製品製造原価 12,785 13,964 1,178
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（脚注）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．原価計算の方法

個別原価計算を採用しております。なお、材料費及

び加工費は予定単価及び予定賃率で配賦し、原価差

額は期末（中間期末を含む）において実際原価に修

正しております。

１．原価計算の方法

　　　　 同　左

※２．材料費には、外注加工費 98百万円が含まれており

ます。

なお、当社の材料費率が高いのは、外注加工費が含

まれている他に外部から購入している部品も、原材

料と同じく材料費として集計しているためでありま

す。

※２．材料費には、外注加工費 49百万円が含まれており

ます。

なお、当社の材料費率が高いのは、外注加工費が含

まれている他に外部から購入している部品も、原材

料と同じく材料費として集計しているためでありま

す。

※３．経費の主な内訳 ※３．経費の主な内訳

減価償却費 189百万円

運賃荷造費    119百万円

減価償却費    241百万円

運賃荷造費       119百万円

(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月22日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,952

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．固定資産圧縮積立金取崩額 1

２．中間配当積立金取崩額 0 2

合計 2,955

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 452

２．取締役賞与金 16

３．任意積立金

(1）中間配当積立金 680

(2）別途積立金 1,500 2,648

Ⅳ　次期繰越利益 306
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

中間配当
積立金

配当平均
積立金

固定資産
　　圧縮
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,850 1,925 462 0 220 19 24,800 2,952 △214 32,017

事業年度中の変動額

中間配当積立金の積立(注)    680    △680  －

中間配当積立金の取崩(注)    △679    0  △678

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

     △2  2  －

剰余金の配当(注)        △452  △452

別途積立金の積立(注)       1,500 △1,500  －

役員賞与(注)        △16  △16

当期純利益        2,332  2,332

 自己株式の取得         △0 △0

 株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)
 

          

事業年度中の変動額合計
 

   0  △2 1,500 △312 △0 1,185

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,850 1,925 462 1 220 17 26,300 2,640 △214 33,203

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

760 32,777

事業年度中の変動額

中間配当積立金の積立（注）  －

中間配当積立金の取崩（注）  △678

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

 －

剰余金の配当（注）  △452

別途積立金の積立（注）  －

役員賞与（注）  △16

当期純利益  2,332

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△234 △234

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△234 951

平成19年３月31日　残高
（百万円）

526 33,729

 （注）平成18年６月の定時株主総会及び平成18年11月の取締役会並びに平成19年３月における利益処分であります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的債券

 同　左

(2）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式

 同　左

(3）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）

(3）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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法  同　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・材料及び仕掛品

総平均法による原価法

製品・材料及び仕掛品

 　同　左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10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　　　　15年～50年

機械装置及び車輌運搬具４年～10年

(1）有形固定資産

 同　左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、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）に基づく定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

 同　左

(3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

 同　左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

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。

　同　左

６．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。

(1）貸倒引当金

 同　左

(2）賞与引当金

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期の

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

 同　左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）──────

 

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、支給見込額

を計上しております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日　企業会計基準第

４号）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて販売

費及び一般管理費が16百万円増加　

し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ同額減少して

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、当事業年度

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、各事業年度の発

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

事業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。

(4）退職給付引当金

　同　左

 

 

(5）役員退職慰労引当金

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。

(5）役員退職慰労引当金

 同　左

７．リース取引の処理方法 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。

　同　左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

 同　左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損会計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」（企業会計基準適用指針６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える影響はありま

せん。

 　　　　　　　　　───────

 　　　　　　　　───────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。これによる当事業年度の損益に与える

影響はありません。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は33,729百

万円であります。

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　────── 

 

 

 

 　（貸借対照表）

　前事業年度において「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「のれん」と表示しておりま

す。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．会社が発行する株式の総数 ※１．会社が発行する株式の総数

普通株式     51,958,200株 普通株式  51,958,200株

　発行済株式の総数 普通株式     22,689,795株 　発行済株式の総数 普通株式     22,689,795株

※２．──────

 

※２．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。期末日満期手形の

金額は次のとおりです。

　　受取手形　　　　　　　　　　　126百万円

　　支払手形　　　　　　　　　　　 42百万円

※３．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは、次のとおりであります。

※３．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは、次のとおりであります。

受取手形    232百万円

売掛金    809百万円

買掛金    903百万円

受取手形 248百万円

売掛金       798百万円

買掛金       983百万円

※４．取得価額から控除している圧縮記帳額は下記のとお

りであります。

※４．取得価額から控除している圧縮記帳額は下記のとお

りであります。

建物     0百万円

構築物    5百万円

計     5百万円

建物      0百万円

構築物     5百万円

計      5百万円

※５．自己株式

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

※５．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式     

87,755株であります

  ６．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する時価を付

したことにより増加した貸借対照表の純資産額

は760百万円であります。

  ６．──────

 

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究

開発費
      823百万円

一般管理費に含まれる研究

開発費
         885百万円

※２．売上高には商品売上高が 6百万円含まれております。※２．──────

※３．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費     39百万円

営業外費用   40百万円

合計    80百万円

販売費及び一般管理費       67百万円

営業外費用     13百万円

合計      81百万円

※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※４．──────

土地    30百万円

車輌運搬具    1百万円

合計   32百万円
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物    3百万円

機械装置

車両運搬具

   0百万円

 0百万円

工具器具備品    3百万円

合計    8百万円

建物     4百万円

機械装置

車両運搬具

    0百万円

  －百万円

工具器具備品     11百万円

合計     16百万円

 ※６．減損損失

当会計年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額

東京本社

（東京都大田

区）

本社付属設備 建物 　522百万円

同上

 
備品

工具器具及び

備品
4百万円

当社は、製造拠点については当該拠点別に、販売拠点

及び本社並びに社宅等については共用資産として資産の

グルーピングをしております。その他、賃貸物件及び遊

休資産については、物件ごとにグルーピングをしており

ます。

当社は、平成18年10月17日開催の取締役会において本

社新築・建替え計画を決議したことにより、将来使用す

る見込みのなくなった固定資産について減損損失を特別

損失に計上しております。

なお、回収可能価格は除却までの使用価値により算定

しております。割引率については除却までの期間が短く

金額的影響が僅少なため考慮しておりません。

※７．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。

※７．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。

仕入高       10,895百万円

受取配当金       385百万円

受取利息     16百万円

仕入高    11,771百万円

受取配当金          389百万円

受取利息       18百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 87,595 160 － 87,755

合計 87,595 160 － 87,755

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加160株は、単元未満株の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 84 84 －

車輌運搬具 66 57 8

工具器具備品 82 80 1

合計 233 223 9

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 84 84 －

車輌運搬具 81 62 19

工具器具備品 82 81 0

合計 248 228 20

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    5百万円

１年超    8百万円

合計     14百万円

１年内     5百万円

１年超 20百万円

合計       26百万円

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     6百万円

減価償却費相当額    3百万円

支払利息相当額  1百万円

支払リース料      9百万円

減価償却費相当額     8百万円

支払利息相当額   2百万円

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

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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の

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の

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 161

未払事業税 100

未払事業所税 3

未払販売促進費 4

未払社会保険料 18

  

繰延税金資産合計 288

繰延税金資産の純額 288

（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 330

役員退職慰労引当金繰入超過額 37

一括償却資産 13

貸倒引当金損金算入限度超過額 25

子会社株式益金算入 22

投資有価証券等評価損否認 19

  

  

繰延税金資産合計 448

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金認容 △12

その他有価証券評価差額金 △521

繰延税金負債合計 △534

繰延税金資産（負債）の純額 △86

 (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 164

未払事業税 61

未払事業所税 3

未払販売促進費 5

未払社会保険料 19

その他 6

繰延税金資産合計 261

繰延税金資産の純額 261

（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 325

役員退職慰労引当金繰入超過額 50

一括償却資産 13

貸倒引当金損金算入限度超過額 5

子会社株式益金算入 22

投資有価証券等評価損否認 2

減損損失 157

その他 5

繰延税金資産合計 583

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金認容 △11

その他有価証券評価差額金 △360

繰延税金負債合計 △372

繰延税金資産（負債）の純額 210

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
1.09

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.55

住民税均等割額 0.42

過年度見積差額 △1.38

  

その他 0.32

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
40.59

２．  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異

が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省

略しています。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額     1,449円49銭

１株当たり当期純利益     119円45銭

１株当たり純資産額     1,492円31銭

１株当たり当期純利益     103円19銭

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。

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。

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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） 2,716 2,332

普通株主に帰属しない金額（百万円） 16 －

（うち利益処分による役員賞与金） (16) （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,699 2,332

期中平均株式数（株） 22,602,517 22,602,121

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

６．その他
(1）役員の異動

①  代表取締役の異動

　　該当ありません。 

 　 ②　その他の役員の異動

 　　　 ・新任予定取締役

 　　　　　　　　　 取締役　　小田原和雄　（現　執行役員　管理本部長）

 　　　 ・退任予定取締役

 　　　　           取締役　　鷲尾俊一　（常勤監査役　就任予定）

 　　　 ・新任監査役候補

 　　　　 （常　勤）監査役　　鷲尾俊一　（現　取締役）

 　　　　 （非常勤）監査役　　高田洋子　（現　株式会社　日器　取締役）

 　　 　・退任予定監査役

 　　　　 （常　勤）監査役　　金元恒雄

 　　　　 （非常勤）監査役　　新井豊明

 　　　 ・昇任取締役候補

 　　　　 （専務取締役）      小武尚之　（現　常務取締役）

 

 　　③　就任予定

 　　　　平成19年６月21日　（平成19年４月17日　公表）

 

(2）その他
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