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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

３．第47期から１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （百万円） 22,206 21,493 24,005 25,886 27,470 

経常利益 （百万円） 2,168 2,331 3,351 4,577 5,445 

当期純利益 （百万円） 725 892 1,656 2,509 2,904 

純資産額 （百万円） 30,590 30,380 31,414 33,080 35,878 

総資産額 （百万円） 35,582 35,791 37,373 39,674 43,556 

１株当たり純資産額 （円） 1,333.89 1,343.65 1,389.23 1,462.86 1,586.65 

１株当たり当期純利益 （円） 30.93 38.54 72.69 110.29 127.78 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 85.97 84.88 84.05 83.38 82.37 

自己資本利益率 （％） 2.31 2.92 5.36 7.78 8.42 

株価収益率 （倍） 60.84 38.71 27.44 19.45 23.87 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 2,478 2,294 2,513 4,029 4,249 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,895 △352 △362 △3,752 △3,698 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △2,365 △1,372 △678 △1,018 △905 

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 10,804 11,439 12,894 12,176 11,925 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

894 

[97] 

906 

[114] 

940 

[154] 

981 

[174] 

1,020 

[170] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

３．第47期から１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （百万円） 20,224 18,960 21,112 22,500 23,460 

経常利益 （百万円） 1,820 1,815 2,464 3,629 4,547 

当期純利益 （百万円） 1,107 771 1,319 2,194 2,716 

資本金 （百万円） 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 

発行済株式総数 （株） 23,018,295 22,689,795 22,689,795 22,689,795 22,689,795 

純資産額 （百万円） 28,718 28,424 29,275 30,538 32,777 

総資産額 （百万円） 31,725 31,813 33,062 34,751 37,663 

１株当たり純資産額 （円） 1,252.30 1,257.09 1,294.58 1,350.35 1,449.49 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 
（円） 

30.00 

(15.00) 

30.00 

(15.00) 

40.00 

(15.00) 

40.00 

(20.00) 

40.00 

(20.00) 

１株当たり当期純利益 （円） 47.20 33.27 57.79 96.35 119.45 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 90.52 89.35 88.55 87.87 87.03 

自己資本利益率 （％） 3.76 2.70 4.58 7.34 8.58 

株価収益率 （倍） 39.87 44.84 34.52 22.26 25.53 

配当性向 （％） 63.56 90.17 69.21 41.51 33.49 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

410 

[26] 

395 

[28] 

388 

[26] 

380 

[30] 

378 

[31] 



２【沿革】 

昭和31年10月 東京都大田区に機械工具の製造販売を主目的とする日東工器株式会社を設立 

迅速流体継手「カプラ」の製造販売に着手 

37年１月 大阪営業所（現大阪支店）を開設 

38年７月 東京都大田区仲池上２丁目９番４号の現本社に移転 

40年11月 名古屋事務所（現名古屋支店）を開設 

44年11月 米国ロサンゼルス（現、イリノイ州に移転）にNITTO KOHKI U.S.A.,INC.（現・連結子会

社）を設立 

46年12月 ハッピー精密工業株式会社（現・連結子会社株式会社メドテック）へ資本参加 

52年６月 氏家工場を栃木県塩谷郡氏家町（現さくら市）に新設 

54年２月 英国ワットフォード市にNITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.（現・連結子会社）を設立 

平成２年５月 豪州ブリスベンにWESTAIR-NITTO SALES PTY.,LTD.（現・連結子会社 NITTO KOHKI  

AUSTRALIA PTY.,LTD.）を設立 

４年３月 独国シュツットガルト（ワルデンブッフ市）にNITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH（現・連結

子会社）を設立 

４年９月 豪州ブリスベンにWESTAIR-NITTO MANUFACTURING PTY.,LTD.（現・連結子会社 NITTO  

KOHKI AUSTRALIA MFG.PTY.,LTD.）を設立 

５年３月 大阪支店の新社屋完成により、大阪市東成区に移転 

６年10月 北陸営業所の新社屋完成 

７年10月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

７年11月 氏家工場が「ＩＳＯ９００２」認証取得 

９年３月 タイ国バンコック市にNITTO KOHKI(THAILAND)CO.,LTD.（現・連結子会社）を設立 

９年６月 氏家第６工場が竣工 

９年12月 カプラ本部、機工本部が「ＩＳＯ９００１」認証取得 

10年２月 リニア本部が「ＩＳＯ９００１」認証取得 

10年４月 東京証券取引所市場第二部に上場 

11年２月 日東工器サービスセンター株式会社（現・連結子会社）を設立 

12年３月 東京証券取引所市場第一部に指定 

12年３月 白河デンセイ株式会社（現・連結子会社白河日東工器株式会社）を買収 

12年５月 栃木日東工器株式会社（現・連結子会社）を設立 

12年９月 NITTO KOHKI(THAILAND)CO.,LTD.、新工場完成により、タイ国アユタヤ県に移転 

12年10月 氏家工場の分社化によって、栃木日東工器株式会社が操業開始 

13年10月 米国フロリダ州のBRECO COUPLINGS,INC.（現・連結子会社）を買収 

13年12月 韓国に合弁会社 日東工器－美進株式会社（現・連結子会社）を設立 

14年２月 英国シェフィールドのUNIVERSAL DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.（現・連結子会

社）を買収 

14年７月 タイ国アユタヤ県に「カプラ」の生産拠点としてNITTO KOHKI COUPLING (THAILAND) 

CO.,LTD.（現・連結子会社）を設立 

14年10月 極光株式会社より「圧電ポンプ」事業を買収 

15年１月 NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND)CO.,LTD.操業開始 

15年４月 日東工器物流株式会社（現・連結子会社）を設立 

15年５月 日東工器物流株式会社操業開始  

16年１月 

    16年５月 

名古屋支店の新社屋完成により、名古屋市瑞穂区に移転 

 本社／研究所が「ＩＳＯ１４００１」の認証取得 

16年６月 

17年４月 

  

17年８月 

中国の深圳に駐在員事務所を開設 

グリーン調達を開始 

中国事業室を新設し、上海・深圳駐在員事務所を傘下に置く 

北米におけるカプラ事業部をBRECO COUPLINGS,INC.からNITTO KOHKI U.S.A.,INCへ統合 

BRECO COUPLINGS,INC.は解散 



３【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日東工器株式会社）および国内子会社６社、海外子会社11

社、その他の関係会社１社により構成されており、迅速流体継手、機械工具、リニア駆動ポンプ、その他事業の製

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およ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。 

 なお、次の部門は、「第５経理の状況１(1）連結財務諸表注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同

一であります。 

(1）迅速流体継手事業 

 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および

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）機械工具事業 

 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－美進株式会社およびUNIVERSAL DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.が製造し、当社及び子会社の日東

工器サービスセンター株式会社、NITTO KOHKI U.S.A.,INC.、日東工器－美進株式会社ならびにUNIVERSAL  

DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.が主に販売しております。 

(3）リニア駆動ポンプ事業 

 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）その他事業 

 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および出荷作業を行っております。 



 事業の系統図は次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社 

名称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

株式会社メドテック 

 ※２ 
山形県山形市 

90 

百万円 
機械工具 99.9 

当社製品を製造し

ている。 

役員の兼任あり。 

メドー産業株式会社 東京都品川区 
50 

百万円 

リニア駆動ポンプ 

迅速流体継手 
100.0 

当社製品を製造及

び当社製品、商品

を販売している。 

役員の兼任あり。 

NITTO KOHKI U.S.A.,

INC. 

※２ ※４ ※７ 

米国イリノイ

州ハノーバー

パーク市 

5 

百万ドル 
機械工具 100.0 

当社製品及び商品

を販売している。 

NITTO KOHKI EUROPE  

CO.,LTD. 

※２ ※５  ※８ 

英国ワットフ

ォード市 

4.73 

百万ポンド 

リニア駆動ポンプ 

機械工具 
100.0 

当社製品及び商品

を販売している。 

 役員の兼任あり。 

MEDO U.S.A.,INC. 

※４ 

米国イリノイ

州ハノーバー

パーク市 

50 

千ドル 
リニア駆動ポンプ 

100.0 

(100.0) 

当社製品及び商品

を販売している。 

NITTO KOHKI  

DEUTSCHLAND GMBH  

※５ 

独国ステイネ

ンブロン市 

204 

千ユーロ 

リニア駆動ポンプ 

機械工具 

100.0 

(100.0) 

当社製品及び商品

を販売している。 

 役員の兼任あり。 

NITTO  

KOHKI(THAILAND)CO., 

LTD. ※２ 

タイ国アユタ

ヤ県 

114 

百万バーツ 
リニア駆動ポンプ 98.6 

当社製品を製造し

ている。 

NITTO KOHKI  

AUSTRALIA PTY.,LTD. 

※６ 

豪州クィーン

ズランド州エ

イトマイルプ

レインズ市 

300 

千豪ドル 
機械工具 100.0 

当社製品及び商品

を販売している。 

NITTO KOHKI  

AUSTRALIA  

MFG.PTY.,LTD. 

※６ 

豪州クィーン

ズランド州エ

イトマイルプ

レインズ市 

2 

豪ドル 
機械工具 

100.0 

(100.0) 

製品を製造してい

る。 

日東工器サービス 

センター株式会社 
東京都大田区 

10 

百万円 
機械工具 100.0 

当社製品及び商品

を販売している。 

白河日東工器 

株式会社  ※２ 
福島県白河市 

180 

百万円 

機械工具 

その他 
100.0 

当社製品を製造し

ている。 

役員の兼任あり。 

資金援助あり。 

栃木日東工器 

株式会社 ※２ 

栃木県さくら

市 

450 

百万円 

迅速流体継手 

リニア駆動ポンプ 
100.0 

当社製品を製造し

ている。 

役員の兼任あり。 

資金援助あり。 

BRECO  

COUPLINGS,INC. 

※７ 

米国フロリダ

州プラント市 

1 

百万ドル 
迅速流体継手 

100.0 

(100.0) 

製品を製造・販売

および当社製品、

商品を販売してい

る。 

日東工器－美進 

株式会社 ※２ 

韓国京畿道龍

仁市 

4,785 

百万ウオン 
機械工具 65.2 

製品を製造・販売

している。 

UNIVERSAL DRILLING  

& CUTTING  

EQUIPMENT LTD. 

※２ ※８ 

英国シェフィ

ールド市 

2,390 

千ポンド 
機械工具 

100.0 

(100.0) 

製品を製造・販売

している。 

 



 （注）１．議決権の所有割合（ ）内の数字は、内数として議決権の間接所有割合を示しております。 

２．「株式会社メドテック」「NITTO KOHKI U.S.A.,INC.」、「NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.」、「NITTO  

KOHKI (THAILAND)CO.,LTD.」、「白河日東工器株式会社」、「栃木日東工器株式会社」、「日東工器－ 

美進株式会社」、「UNIVERSAL DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.」および「NITTO KOHKI COUPLING  

(THAILAND)CO.,LTD」は特定子会社に該当します。 

３．上記子会社のうちには、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 

４．「MEDO U.S.A.,INC.」は「NITTO KOHKI U.S.A.,INC.」の100％子会社であります。 

５．「NITTO KOHKI DEUTSCHLAND GMBH」は「NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD.」の100％子会社であります。 

６．「NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG.PTY.,LTD.」は「NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY.,LTD.」の100％子会社であり

ます。 

７．「BRECO COUPLINGS,INC.」は、「NITTO KOHKI U.S.A.,INC.」の100％子会社であります。平成17年９月１日

に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。 

８．「UNIVERSAL DRILLING & CUTTING EQUIPMENT LTD.」は「NITTO KOHKI EUROPE CO., LTD.」の100％子会社で

あります。 

(2）その他の関係会社 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．上記従業員には、社外からの受入出向社員を含み、社外への派遣出向社員は含まれておりません。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 企業グループ連結子会社の株式会社メドテックは、ＪＡＭ山形加盟の労働組合（組合員数42名）が結成されてお

ります。 

 また、白河日東工器株式会社は、労働組合（組合員数70名）が結成されております。 

 その他の会社は労働組合の結成はされておりません。 

なお、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 資本金 主要な事業内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

NITTO KOHKI  

COUPLING (THAILAND) 

CO.,LTD.  ※２ 

タイ国アユタ

ヤ県 

237 

百万バーツ 
迅速流体継手 100.0 

当社製品を製造し

ている。 

 役員の兼任あり。 

日東工器物流 

株式会社  

栃木県さくら

市 

50 

百万円 

商品の保管、出荷

業務 
100.0 

当社商品を保管、

出荷している。 

役員の兼任あり。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の被所有割
合（％） 

関係内容 

株式会社日器 東京都大田区 105 不動産賃貸業 28.0 － 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメント名 従業員数（人） 

迅速流体継手    389 （68）  

機械工具    378 （51）  

リニア駆動ポンプ    189 （42）  

その他     64  （9）  

合計  1,020（170）  

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

378(31)  41.4 14.2 7,085,060 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

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ほか、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、国内および世界市場で充

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２５

８億８６百万円と比較すると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、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、米国子会社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、次のとおりであります。 

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（前連結会計年度比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あります。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、振替残高を含んで記載しております。 

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.の事業売却損がありましたが、それ以上に景気は

底堅く、売上、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。 

その他地域では、中国の高い経済成長とアジア諸国の経済回復を受けて売上高は３４億８３百万円（同２２.

３％増収）となり、営業利益は２億８９百万円（同３５.３％増益）となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

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（前連結会計年度比２０.５％増加）、定期預金の払戻による収入６９億２７百万円などによ

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９億４百万円など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から得られた資金は、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２億８４百万円などによる減少が

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３億６百万円などによる増加

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１億円などの増加

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８億１９百万円な

ど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。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記生産実績は、各製造会社の生産金額を合算し、その後セグメント内部の仕入金額を消去して算出してお

ります。 

(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 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

迅速流体継手（百万円） 10,821 115.0 

機械工具（百万円） 10,520 111.9 

リニア駆動ポンプ（百万円） 4,215 104.3 

その他（百万円） 1,476 86.5 

合計（百万円） 27,033 110.1 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

迅速流体継手（百万円） 10,449 108.6 

機械工具（百万円） 10,886 112.3 

リニア駆動ポンプ（百万円） 4,354 102.5 

その他（百万円） 1,779 76.4 

合計（百万円） 27,470 106.1 

相手先 

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） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱山善 3,799 14.7 3,989 14.5 



３【対処すべき課題】 

（１）当社グループの現状認識について 

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。 

（２）当面の対処すべき課題と対処方針 

当社グループは、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。  

（３）具体的な取組状況 

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。 

４【事業等のリスク】 

（１）取引先の信用リスク 

当社グループは、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のリスクがあります。 

（２）為替変動リスク 

当社グループは、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。 

（３）素材の仕入価格の高騰リスク 

当社グループは、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。 

（４）災害リスク等 

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

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、当社（日東工器株式会社）が行っております。 

 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、８２３百万円であります。 

 各セグメントの研究開発状況につきましては、以下のとおりであります。 

（１）迅速流体継手事業 

迅速流体継手事業の研究開発は、当社カプラ本部のカプラ開発部が担当し、半導体製造装置用や省エネルギー

関係等新しい用途開発を行っております。 

当事業に係る研究開発費は、２２４百万円であります。 



（２）機械工具事業 

機械工具事業の研究開発は、当社機工本部の機工第１開発部および機工第２開発部が担当し、工場環境関連や

電機関連等の省人化・省力化製品の開発を行っております。 

当事業に係る研究開発費は、３１２百万円であります。 

（３）リニア駆動ポンプ事業 

リニア駆動ポンプ事業の研究開発は、当社リニア本部のリニア開発部が担当し、圧縮空気応用技術による各種

製品の開発を行っております。 

当事業に係る研究開発費は、２３９百万円であります。 

（４）その他製品事業 

その他製品事業のうち建築機器の研究開発は、当社機工本部の機工第２開発部が担当し、ドアクローザ等の開

発を行っております。 

当事業に係る研究開発費は、４７百万円であります。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお

ります。本連結財務諸表の作成にあたりまして、当連結会計年度末における資産・負債の報告数値及び偶発資

産・負債の開示、ならびに当連結会計期間における収入・費用の報告数値に影響する様な重要な変動に関する事

項の予見、予想等を行わなければなりません。将来に関する事項につきましては、本有価証券報告書提出日現在

で過去の実績や状況に応じて合理的な基準に従って見積り及び判断したものであります。実際の結果は、見積り

予測困難な不確実性があるため、これらの見積りと大きく異なる可能性がありますのでご留意下さい。 

（２）経営成績の分析 

① 売上高の状況 

  当連結会計年度の売上高は、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（前連結会計年度比

8.6％増収）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「鋼材加工ＷＡ－５０００」などが大きく貢献し、売上高は108億86百万円（前連

結会計年度比12.3％増収）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、国内大口

の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（前連結会計年度比

2.5％増収）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」が国内での競合が激化したこと

による売上高減少と前期上期における搬送機器「バラマン」の販売提携解消が大きく影響し、売上高は17億79百

万円（前連結会計年度比23.6％減収）となりました。 

  その結果、連結グループの売上高は、迅速流体継手事業および機械工具事業の売上高増加が大きく貢献したこ

とにより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15億83百万円（6.1％）の増収と

なりました。 

② 営業利益の状況 

  営業利益は、迅速流体継手事業では、売上高大幅増に加え原価低減効果も寄与し23億95百万円（前連結会計年

度比17.6％増益）となりました。機械工具事業も同様に、売上高が大幅増になり原価低減効果も寄与し20億36百

万円（前連結会計年度比40.9％増益）となりました。リニア駆動ポンプ事業では、売上高は微増となりました

が、タイバーツ高騰により当社タイ製造工場からの仕入価格の上昇等があり、原価低減努力もおよばす9億4百万

円（前連結会計年度比6.9％減益）に止まりました。その他の事業では、ドアクローザ「オートヒンジ」の売上

高減少が大きく影響し原価低減努力もおよばず2億15百万円（前連結会計年度比22.4％減益）となりました。 

  その結果、連結グループの営業利益は、迅速流体継手事業および機械工具事業の増益が大きく貢献したことに

より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8億20百万円（17.3％）の増益となりま

した。 

③ 経常利益の状況 

  連結グループの経常利益は、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8億67百万円

（18.9％）の増益となりました。 

④ 当期純利益の状況 

  特別損益は、特別損失として米国子会社BRECO COUPLING,INC.の事業売却損1億63百万円の計上をいたしまし

た。 

  この結果、連結グループの当期純利益は29億4百万円となり、前連結会計年度25億9百万円に比べ3億95百万円

（15.8％）の増益となりました。 



（３）財政状態の分析 

① 総資産残高の状況 

  当連結会計年度末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べて38億82百万円（前連結会計年度末比9.8％）増

加し435億56百万円となりました。その主な増加要因は、当期の順調な営業業績に伴う現金および預金24億96百

万円、長期性預金5億円の資金増加によるものであります。 

② 総負債残高の状況 

  当連結会計年度末の総負債残高は、前連結会計年度末に比べて10億63百万円（前連結会計年度末比16.6％）増

加し74億88百万円となりました。その主な増加要因は、増益に伴う未払法人税等4億円の引当増加によるもので

あります。 

③ 資本残高の状況 

  当連結会計年度末の資本残高は、前連結会計年度末に比べて27億97百万円（前連結会計年度比比8.5％）増加

し358億78百万円となりました。その主な増加要因は、当期純利益の増加による利益剰余金19億84百万円の増加

および投資有価証券の当連結会計年度末評価替えによるその他有価証券評価差額金4億45百万円の増加によるも

のであります。 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 第２［事業の状況］４［事業等のリスク］に記載のように、取引先の信用リスク、為替変動リスク、素材の仕

入価格の高騰リスク、災害リスク等によって、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

（５）戦略的現状と見通し 

 戦略的現状については、第２［事業の状況］３［対処すべき課題］に記載のように、新製品開発、コストダウ

ン、地域特性に合った海外展開、特に中国市場の開拓を強化してまいります。 

    平成19年３月期の連結業績予想（自 平成18年４月１日～至 平成19年３月31日） 

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 第２［事業の状況］１［業績等の概要］（２）キャッシュ・フローの項目に記載のように、実質無借金経営を

堅持しております。 

（７）経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努め

ておりますが、ここ数年の世界的ビジネス環境の変化に鑑みますと、当社グループを取り巻く事業環境は、さら

に厳しさを増すことが予想され、経営方針も環境の変化に迅速に対応させることを基本認識としております。な

お、重要な変更に際しては適時開示を旨としております。 

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円） 

中間期 

通 期 

14,000 

28,600 

2,760 

5,500 

1,600 

3,120 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、生産子会社においては主に工場新設や生産設備更新、当社においては新製品金型投資や既存製

品の金型・治工具更新を行っており、当連結会計年度の設備投資の総額は852百万円であります。 

 当連結会計年度の各セグメント別設備の概要は、以下のとおりであります。 

 迅速流体継手部門では、新製品金型投資や既存製品の金型・治工具更新を行いました。 

 その設備投資の金額は281百万円であります。 

 機械工具部門では、新製品金型投資や既存製品の金型・治工具更新を行いました。 

 その設備投資の金額は291百万円であります。 

 リニア駆動ポンプ部門では、新製品金型投資や既存製品の金型・治工具更新を行いました。 

 その設備投資の金額は122百万円であります。 

 その他の部門では、新製品金型投資や既存製品の金型・治工具更新を行いました。 

 その設備投資の金額は7百万円であります。 

 なお、全社共通として、148百万円の設備投資を行いました。 

 なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却・売却はありません。 



２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 

(1）提出会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

なお、金額には消費税等を含めておりません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含めておりません。 

３．これら以外に、連結会社以外の者に賃貸している設備（建物及び構築物110百万円、その他0百万円）と、子

会社栃木日東工器株式会社に賃貸している土地（土地698百万円（面積53,550㎡））があります。なお、当

該設備と土地は栃木県さくら市に所在しております。 

(2）国内子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

なお、金額には消費税等を含めておりません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含めておりません。 

３．日東工器物流株式会社は、平成15年4月1日に設立され、栃木日東工器株式会社の敷地内にあり、主要な設備

は栃木日東工器株式会社からの賃貸となっております。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業
員数 
（人） 

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置 
（百万円）

車輌運搬
具 
（百万円）

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

本社 

（東京都大田区） 

会社統括・研

究所等 

統括業務施設

（注）３ 
455 3 18 

864 

(5,349) 
240 1,582 240 

大阪支店 

（大阪市東成区） 
西部販売業務 販売施設 380 － 0 

726 

(1,368) 
11 1,118 39 

名古屋支店 

（名古屋市瑞穂区） 
中部販売業務 販売施設 116 － － 

164 

(679) 
4 284 15 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容

帳簿価額 
従業
員数 
（人）

建物及び
構築物 
（百万円）

機械装置 
（百万円）

車両運搬
具 
（百万円）

土地 
（百万円）
（面積㎡）

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円）

株式会社 

メドテック 

本社工場 

（山形県山形市） 
機械工具 生産設備 286 91 0 

226 

(12,902) 
7 613 58 

メドー産業 

株式会社 

本社 

（東京都品川区） 

迅速流体 

継手 

リニア駆動

ポンプ 

販売施設

生産設備 
0 － － 

－ 

(－) 
7 7 30 

日東工器サー

ビスセンター 

株式会社 

本社 

（東京都大田区） 
機械工具 販売施設 － － － 

－ 

(－) 
－ － 2 

栃木日東工器 

株式会社 

本社工場 

（栃木県さくら市） 

迅速流体 

継手 

リニア駆動

ポンプ 

生産設備 638 203 2 
－ 

(－) 
32 875 77 

白河日東工器 

株式会社 

本社工場 

（福島県白河市） 

機械工具 

その他 
生産設備 239 53 0 

719 

(66,638) 
13 1,026 62 

日東工器物流 

株式会社 

本社工場 

（栃木県さくら市） 
その他 

倉庫設備 

（注）３ 
－ － － 

－ 

(－) 
3 3 11 



(3）在外子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 
なお、金額には消費税等を含めておりません。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は含めておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 
 当社グループにおける平成19年３月期の重要な設備投資は、日東工器株式会社（提出会社）の新製品および既存製
品の金型・治工具更新、並びに営業所の移転・新築であります。連結子会社においては、栃木日東工器株式会社で製
造機械設備の投資を予定しております。これらの所要資金は、自己資金を充当する予定であります。 

 なお、重要な設備の改修及び売却は予定しておりません。 

 重要な設備の新設の計画は、以下のとおりであります。 

新設 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業
員数 
（人）

建物及
び構築
物 
(百万円)

機械装置
(百万円)

車輌運
搬具 
(百万円)

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円)

NITTO KOHKI  

U.S.A.,INC. 

本社 

（米国イリノイ州） 

迅速流体継手 

機械工具 
販売設備 0 － 4 

－ 

(－) 
4 9 8 

NITTO KOHKI  

EUROPE  

CO.,LTD. 

本社 

（英国ワットフォー

ド市） 

迅速流体継手 

機械工具 

リニア駆動ポ

ンプ 

販売設備 3 － － 
11 

(266) 
1 16 5 

MEDO  

U.S.A.,INC. 

本社 

（米国イリノイ州） 

リニア駆動ポ

ンプ 
販売設備 － － 1 

－ 

(－) 
1 3 4 

NITTO KOHKI  

DEUTSCHLAND  

GMBH 

本社 

（独国ステイネンブ

ロン市） 

迅速流体継手 

機械工具 

リニア駆動ポ

ンプ 

販売設備 － － － 
－ 

（－） 
2 2 5 

NITTO KOHKI  

(THAILAND)  

CO.,LTD. 

本社工場 

（タイ国アユタヤ

県） 

リニア駆動ポ

ンプ 
生産設備 72 36 － 

28 

(5,647) 
2 140 106 

NITTO KOHKI  

AUSTRALIA  

PTY.,LTD. 

本社 

（豪州クィーンズラ

ンド州） 

迅速流体継手 

機械工具 

リニア駆動ポ

ンプ 

その他 

販売設備 － － 30 
－ 

(－) 
25 56 20 

NITTO KOHKI  

AUSTRALIA  

MFG.PTY.,LTD. 

本社工場 

（豪州クィーンズラ

ンド州） 

機械工具 生産設備 2 66 － 
－ 

(－) 
4 73 8 

日東工器－美進

株式会社 

本社工場 

（韓国京畿道） 
機械工具 

販売・生産

設備 
77 122 5 

93 

(3,548) 
33 332 42 

UNIVERSAL  

DRILLING &  

CUTTING  

EQUIPMENT LTD. 

本社工場 

（英国シェフィール

ド市） 

機械工具 
販売・生産

設備 
56 206 2 

66 

(3,300) 
10 342 68 

NITTO KOHKI  

COUPLING  

(THAILAND)  

CO.,LTD. 

本社工場 

（タイ国アユタヤ

県） 

迅速流体継手 生産設備 88 74 1 
49 

(10,853) 
16 230 136 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定 
完成後
の増加
能力 

総額 
（百万円）

既支払額 
（百万円）

着手 完了 

提出会社 

本社 

東京都 

大田区 
迅速流体継手 

金型 

治工具 
50 － 自己資金 

平成18年 

４月 

平成19年 

３月 
－ 

提出会社 

本社 

東京都 

大田区 
機械工具 

金型 

治工具 
180 － 自己資金 

平成18年 

４月 

平成19年 

３月 
－ 

提出会社 

本社 

東京都 

大田区 

リニア駆動 

ポンプ 

金型 

治工具 
80 － 自己資金 

平成18年 

４月 

平成19年 

３月 
－ 

提出会社 

北関東営業所 
群馬県 － 

営業所 

土地・建物 
200 － 自己資金 

平成18年 

６月 

平成19年 

３月 
－ 

栃木日東工器 

株式会社 

栃木県 

さくら市 
迅速流体継手 

製造機械 

設備 
100 － 自己資金 

平成18年 

４月 

平成19年 

３月 
－ 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 株式消却（利益による） 

(4）【所有者別状況】 

（注）１．自己株式87,727株は、「個人その他」に877単元及び「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております。 

なお、自己株式87,727株は、株主名簿記載上の株式数であり、他に実質的に所有していない株式が132株あるため、平成18年３月31日

現在の実保有株式数は、87,595株であります。 

２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 51,958,200 

計 51,958,200 

種類 
事業年度末現在発行数(株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月23日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 22,689,795 22,689,795 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計 22,689,795 22,689,795 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成11年９月24日 

（注） 
△1,200 24,102 － 1,850 － 1,925 

平成13年３月１日 

（注） 
△125 23,977 － 1,850 － 1,925 

平成13年10月18日 

（注） 
△959 23,018 － 1,850 － 1,925 

平成15年３月18日 

（注） 
△328 22,689 － 1,850 － 1,925 

  平成18年3月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 48 24 72 68 2 7,146 7,360 － 

所有株式数（単元） － 45,182 1,083 77,107 42,393 3 60,995 226,763 13,495 

所有株式数の割合

（％） 
－ 19.93 0.48 34.00 18.69 0.00 26.90 100 － 



(5）【大株主の状況】 

  （注）１．日本マスタートラスト信託銀行（株）株式管理口は、高田佳代子氏及び高田素成氏の信託株式であります。

２．前連結会計年度末現在主要株主であったザ バンク オブ ニューヨークは、当事業年度末では主要株主で

はなくなりました。 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権の数5個）含まれており

ます。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％） 

株式会社日器 東京都大田区田園調布3-28-8 6,360 28.03 

ステートストリートバンクアンド 

トラストカンパニー 

［（常代）株式会社みずほコーポレート

銀行 兜町証券決済業務室］ 

P.O.BOX 351 Boston Massachusetts  

02101 U.S.A 

 ［東京都中央区日本橋兜町6-7］ 

2,266 9.99 

日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社(株式管理口) 

東京都港区浜松町2-11-3 1,336 5.89 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海1-8-11 1,286 5.67 

御器谷 俊雄 東京都大田区 1,134 5.00 

御器谷 春子 東京都大田区 1,064 4.69 

クレジットスイスファーストボス
トンヨーロッパピービーセクアイ
エヌテイノントリーテイクライエ
ント 

［（常代）シティバンク、エヌ・エイ 

東京支店］ 

One Cabot Square London E14 4QJ,UK 

 ［東京都品川区東品川2-3-14］ 

821 3.62 

高田 洋子 東京都大田区 696 3.07 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 596 2.63 

有限会社ミキヤコーポレーション 東京都大田区田園調布3-28-8 565 2.49 

計 － 16,127 71.08 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  87,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式22,588,800 225,888 － 

単元未満株式 普通株式  13,495 － － 

発行済株式総数 22,689,795 － － 

総株主の議決権 － 225,888 － 



②【自己株式等】 

 （注）上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１

個）があります。 

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日東工器株式会社 
東京都大田区仲池

上2-9-4 
87,500 － 87,500 0.39 

計 － 87,500 － 87,500 0.39 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

     該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、将来の事業展開に必要な資金確保のため内部留保に留意するとともに、安定的な利益還元を継続して行う

ことを配当政策の基本としております。 

 当期におきましては、１株につき普通配当40円（うち中間配当20円）としました。 

 この結果、配当性向は、33.5％、株主資本当期純利益率は8.6％となりました。 

 なお、第50期の中間配当についての取締役会決議は平成17年11月８日に行っております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の公表のものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の公表のものであります。 

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 2,530 2,270 2,030 2,300 3,390 

最低（円） 1,372 1,251 1,395 1,770 1,933 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 2,505 2,680 3,390 3,390 3,300 3,080 

最低（円） 2,305 2,420 2,590 2,980 2,850 2,775 



５【役員の状況】 

（注）１．取締役市川光夫および中川康生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役島田種次および辻  輝彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。 

執行役員は10名で、社長室長  西田  豊、現法管理部長  山野井道彦、カプラ本部長  森  憲司、機工本部長  白井  敦、 

リニア本部長  広瀬文則、管理本部長  小田原和雄、マーケティング本部長  鈴木  進、建築機器事業部長  今野正美、 

東部ブロック長  三浦 修、営業本部副本部長  泉 裕典で構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（千株） 

取締役会長 

（代表取締役） 
 御器谷 俊雄 大正15年３月10日生

昭和31年10月当社設立代表取締役社長 

平成２年11月財団法人御器谷科学技術財団理事長（現任） 

平成４年６月当社代表取締役会長 

平成５年６月当社取締役会長 

平成６年６月当社名誉会長 

平成15年６月当社取締役会長 

平成16年６月当社代表取締役会長（現任） 

1,134 

取締役社長 

（代表取締役） 
 鈴川 準二 昭和19年７月18日生

平成２年７月当社入社 

平成４年12月当社財務部長 

平成６年４月当社経営企画室長 

平成８年６月当社取締役社長室長 

平成10年６月当社取締役管理本部長兼社長室長 

平成14年４月当社取締役管理統轄 

平成16年６月当社取締役社長室担当 

平成17年６月当社代表取締役社長（現任） 

12 

常務取締役 商品本部担当 小武 尚之 昭和27年５月20日生

昭和51年４月当社入社 

平成14年１月当社カプラ本部長 

平成16年６月当社取締役商品本部担当兼カプラ本部長 

平成16年６月NITTO KOHKI COUPLING(THAILAND) CO.,LTD 

代表取締役社長（現任） 

平成17年６月当社常務取締役商品本部担当（現任） 

2 

常務取締役 営業担当 近藤 朋士 昭和33年８月21日生

昭和57年４月当社入社 

平成14年４月当社営業第１本部長 

平成15年４月当社営業副統轄 

平成16年６月当社取締役営業担当 

平成16年６月メドー産業株式会社代表取締役社長（現任） 

平成17年６月当社常務取締役営業担当（現任） 

平成18年６月NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD、NITTO KOHKI 

DEUTSCHLAND GMBH 各代表取締役社長（現任） 

2 

取締役 
  

  
鷲尾 俊一 昭和22年７月17日生

平成12年11月当社入社 

平成15年10月当社管理本部長 

平成16年６月当社取締役管理担当兼管理本部長 

平成18年６月栃木日東工器株式会社代表取締役社長（現任） 

2 

取締役   市川  光夫 昭和19年11月29日生

昭和47年４月市川税務会計事務所（現任） 

昭和58年６月当社監査役 

平成４年６月当社監査役退任 

平成15年６月当社取締役（現任） 

15 

取締役  中川 康生 昭和18年12月５日生

昭和45年４月第一東京弁護士会弁護士登録 

昭和50年４月福田・中川・山川法律事務所（現任） 

平成17年６月当社取締役（現任） 

0 

常勤監査役  金元 恒雄 昭和23年１月29日生

昭和46年４月当社入社 

平成14年４月当社経理部長 

平成15年６月当社常勤監査役（現任） 

1 

監査役  島田 種次 大正４年12月21日生

昭和60年６月当社監査役 

平成３年６月当社相談役 

平成４年３月当社監査役（現任） 

－ 

監査役  辻 輝彦 昭和９年３月12日生
平成５年６月 当社常勤監査役 

平成10年６月 当社監査役（現任） 
4 

監査役  新井 豊明 昭和10年１月２日生

昭和44年４月 当社入社 

平成３年６月 当社常務取締役営業本部長 

平成５年２月 当社常務取締役総務本部長 

平成９年６月 メドー産業株式会社取締役 

平成12年６月 当社監査役（現任） 

25 

    計 1,200 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスの目的は、継続的に企業価値を高めていくためのものとの認識に立ち、適

時適切な情報開示によって透明性を確保できるよう、経営の監視が適切に機能するよう努めてまいります。 

（2）会計監査の報酬額 

 （注）当社と会計監査人との間の監査契約において、旧商法特例法に基づく監査と証券取引法に基づ

く監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、３．の金額にはこれらの合

計額を記載しております。 

（3）会計監査の状況 

（※）同監査法人は、公認会計士法上の規制開始および日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち

自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、同法人において策定された交替計画に基づ

いて平成19年３月期会計期間をもって交替する予定となっておりましたが、同法人の交替規程

改訂により、前倒しで平成18年３月会計期間をもって交替する予定となっております。 

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士  ２名     会計士補  ２名 

（4）会社の機関の内容と内部統制システム整備の状況 

当社は、監査役制度を採用しております。取締役会は平成18年６月現在７名の取締役で構成され、月１回定時

取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の迅速な意思決定を行っております。また業務執

行の強化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入し、１０名の執行役員が取締役会の決定事項を全

社で実行しております。４名の監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の任務遂行について厳正

な監視を行っております。 

 また、監査室を設置し、各部門が社内規程に則った業務を行っているか、専任者１名が内部監査を実施してお

ります。  

内          容 支 払 額（百万円） 

1.当社および子法人などが会計監査人に支払うべき報酬などの合計額 15 

2.上記1.のうち公認会計士法第２条第１項の監査証明業務の対価として支

払うべき報酬などの合計額 
15 

3.上記2.のうち当社が支払うべき会計監査人としての報酬などの額 15 

公認会計士の氏名など 所属する監査法人 継続監査年数 

業務執行社員 

唐澤  洋 

新日本監査法人 

２０年（※） 

沼田  徹 － 

 角田  伸理之  － 



（5）リスク管理体制の整備状況 

当社は、危機管理委員会を設置して、リスクを事前に察知し事故の未然防止に努めております。万一事故が発

生した場合には、緊急対策本部を設置して迅速に対応できるよう、マニュアルを整備しております。 

（6）会社と社外取締役及び社外監査役の人的その他の関係 

平成18年６月23日現在、社外取締役２名および社外監査役２名が就任しております。人的関係、資本的関係ま

たは取引関係その他の利害関係はありません。 

（7）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況 

平成17年６月開催の定時株主総会において中川康生氏を２人目の社外取締役として選任し、当社の経営に客観

的な観点から参画して頂いております。 

 コンプライアンスについては従来から遵法経営を基本原則として実行しております。また、環境に関する社会

的要請の高まりに対応するため、平成16年５月にＩＳＯ１４００１の認証を取得し、環境に与える負荷を軽減す

るための活動をしております。また、平成17年４月からはグリーン調達を開始いたしました。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式および作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項の

ただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

   ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

および作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸

表について、新日本監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   11,995   14,492  

２．受取手形及び売掛金    8,124   8,447  

３．有価証券   899   899  

４．たな卸資産   4,504   4,764  

５．債権信託受益権   2,078   1,799  

６．繰延税金資産   619   684  

７．その他   200   216  

貸倒引当金   △24   △22  

流動資産合計   28,400 71.6  31,281 71.8 

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  

(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  

(3）工具器具備品  4,273   4,526   

減価償却累計額  3,530 743  3,763 762  

(4）土地   4,145   4,145  

(5）建設仮勘定   19   71  

有形固定資産合計   8,649 21.8  8,649 19.9 

２．無形固定資産        

(1）営業権   205   96  

(2）その他   82   102  

無形固定資産合計   288 0.7  198 0.4 

３．投資その他の資産        

(1）長期性預金   500   1,000  

(2）投資有価証券   925   1,723  

(3）長期貸付金   360   332  

(4）繰延税金資産   238   96  

(5）その他   377   339  

貸倒引当金   △64   △64  

投資その他の資産合計   2,337 5.9  3,427 7.9 

固定資産合計   11,274 28.4  12,275 28.2 

資産合計   39,674 100.0  43,556 100.0 

 



  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,183   2,341  

２．未払法人税等   1,182   1,583  

３．賞与引当金   505   567  

４．その他   1,214   1,475  

流動負債合計   5,086 12.8  5,966 13.7 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   1,042   1,156  

２．役員退職慰労引当金   93   102  

３．繰延税金負債   48   115  

４．その他   154   146  

固定負債合計   1,338 3.4  1,521 3.5 

負債合計   6,424 16.2  7,488 17.2 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   169 0.4  190 0.4 

（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 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   314 0.8  760 1.8 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △184 △0.5  184 0.4 

Ⅵ 自己株式 ※２  △212 △0.5  △214 △0.5 

資本合計   33,080 83.4  35,878 82.4 

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

  39,674 100.0  43,556 100.0 

        



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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   25,886 100.0  27,470 100.0

Ⅱ 売上原価   12,921 49.9  13,478 49.1

売上総利益   12,965 50.1  13,991 50.9

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

営業利益   4,731 18.3  5,551 20.2

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

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．たな卸資産評価損  －   54   

５．為替差損  34   －   

６．その他  21 290 1.1 14 291 1.1

経常利益   4,577 17.7  5,445 19.8

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

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

税金等調整前当期純利益   4,407 17.0  5,311 19.3

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

少数株主利益   8 0.0  21 0.1

当期純利益   2,509 9.7  2,904 10.6

        



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 

      



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 

    



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

日付けで清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 

 



 
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 

  

  

 



 
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 



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 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（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） 

──────  （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。 

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 

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

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） 

（リース取引関係） 

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

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 

  



（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） 

 （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） 

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） 

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） 

 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 

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 － 

 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 

 
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 － － － 



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） 

 （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） 

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） 

 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 

 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 

 
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 － － － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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 

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 

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 



（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 

 （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 

 （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 

 （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 

 （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。 

 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  

 設定時期 備考 

白河日東工器株式会社 平成11年 （注） 

 
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 

 
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 



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 



（税効果会計関係） 

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．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

   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。 

  (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

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 



（セグメント情報） 

【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） 

 （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） 

 （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。 

 
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 

 
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 



【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） 

 （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） 

 （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。 

 
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 

 
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 



【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） 

 （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） 

 （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） 

 （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。 

 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 

 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 

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。 

 
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 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

（２）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   8,961   10,431  

２．受取手形 ※２  3,970   3,891  

３．売掛金 ※２  3,487   3,807  

４．有価証券   899   899  

５．製品   1,791   1,948  

６．材料   138   186  

７．仕掛品   23   38  

８．前渡金   21   53  

９．前払費用   17   22  

10．関係会社短期貸付金   326   189  

11．債権信託受益権   2,078   1,799  

12．繰延税金資産   242   288  

13．その他   169   159  

貸倒引当金   △1   －  

流動資産合計   22,127 63.7  23,718 63.0 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※３ 2,865   2,897   

減価償却累計額  1,652 1,213  1,679 1,218  

２．構築物 ※３ 358   361   

減価償却累計額  299 59  307 53  

３．機械装置  93   85   

減価償却累計額  82 10  76 8  

４．車輌運搬具  38   33   

減価償却累計額  23 15  13 19  

５．工具器具備品  3,720   3,934   

減価償却累計額  3,161 559  3,339 595  

６．土地   2,884   2,867  

７．建設仮勘定   7   5  

有形固定資産合計   4,749 13.7  4,767 12.7 

(2）無形固定資産        

１．営業権   15   9  

２．特許権   8   6  

３．商標権   0   0  

４．実用新案権   1   0  

５．ソフトウェア   29   56  

６．その他   14   14  

無形固定資産合計   70 0.2  87 0.2 

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．長期性預金   500   1,000  

２．投資有価証券   922   1,720  

３．関係会社株式    4,933   5,127  

４．従業員長期貸付金   308   274  

５．関係会社長期貸付金   709   720  

６．長期前払費用   17   19  

７．差入敷金保証金   104   100  

８．保険積立金   51   18  

９．繰延税金資産   149   －  

10．その他   171   171  

貸倒引当金   △62   △62  

投資その他の資産計   7,805 22.4  9,090 24.1 

固定資産合計   12,624 36.3  13,945 37.0 

資産合計   34,751 100.0  37,663 100.0 

        

 



  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形   104   88  

２．買掛金 ※２  1,024   1,133  

３．未払金   179   182  

４．未払法人税等   985   1,372  

５．未払消費税等   73   17  

６．未払費用   513   516  

７．前受金   3   4  

８．預り金   48   40  

９．賞与引当金   352   396  

10．その他   16   15  

流動負債合計   3,300 9.5  3,768 10.0 

Ⅱ 固定負債        

１．退職給付引当金   698   812  

２．役員退職慰労引当金   86   91  

３．繰延税金負債    －   86  

４．その他   127   127  

固定負債合計   912 2.6  1,117 3.0 

負債合計   4,213 12.1  4,885 13.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  1,850 5.3  1,850 4.9 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,925   1,925   

資本剰余金合計   1,925 5.6  1,925 5.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  462   462   

２．任意積立金        

(1）配当平均積立金  220   220   

(2）固定資産圧縮積金  21   19   

(3）別途積立金  23,600   24,800   

(4）中間配当積立金  0   0   

３．当期未処分利益  2,354   2,952   

利益剰余金合計   26,660 76.7  28,456 75.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   314 0.9  760 2.0 

Ⅴ 自己株式 ※４  △212 △0.6  △214 △0.6 

資本合計   30,538 87.9  32,777 87.0 

負債・資本合計   34,751 100.0  37,663 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※２  22,500 100.0  23,460 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首製品たな卸高  1,722   1,791   

２．当期製品製造原価 ※７ 12,219   12,785   

３．当期商品仕入高 ※７ 404   12   

計  14,346   14,589   

４．期末製品たな卸高  1,791   1,948   

５．他勘定振替高 ※３ 111 12,443 55.3 80 12,560 53.5 

売上総利益   10,056 44.7  10,900 46.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．運賃荷造費  326   336   

２．広告宣伝費  126   121   

３．販売促進費  692   762   

４．給与手当  1,519   1,563   

５．賞与  263   276   

６．賞与引当金繰入額  251   285   

７．退職給付費用  230   139   

８．役員退職慰労引当金繰入額  29   30   

９．厚生福利費  314   334   

10．減価償却費  106   124   

11．業務委託費  510   488   

12．賃借料  437   97   

13．研究開発費 ※１ 760   823   

14．その他  939 6,509 28.9 1,327 6,711 28.6 

営業利益   3,547 15.8  4,188 17.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 ※７ 32   26   

２．有価証券利息  0   0   

３．受取配当金 ※７ 177   390   

４．為替差益   －   12   

５．その他  96 307 1.3 114 544 2.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  0   0   

２．売上割引  115   123   

３．たな卸資産除却損  78   55   

４．為替差損  17   －   

５．その他  12 224 1.0 6 185 0.8 

経常利益   3,629 16.1  4,547 19.4 

 



製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※４ 0   32   

２．貸倒引当金戻入益  1   1   

３．投資有価証券売却益  0   －   

４．償却債権取立益  26 27 0.2 － 33 0.1 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 5   8   

２．固定資産売却損 ※６ 65   －   

３．その他投資評価損  1   －   

４．貸倒引当金繰入額  15 87 0.4 － 8 0.0 

税引前当期純利益   3,570 15.9  4,572 19.5 

法人税、住民税及び事業税  1,347   1,972   

法人税等調整額  28 1,376 6.1 △116 1,855 7.9 

当期純利益   2,194 9.8  2,716 11.6 

前期繰越利益   160   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   2,354   2,952  

        

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費 ※２ 11,085 90.6 11,751 91.8 

Ⅱ 労務費  515 4.2 460 3.6 

Ⅲ 経費 ※３ 632 5.2 587 4.6 

当期総製造費用  12,233 100.0 12,799 100.0 

期首仕掛品たな卸高  10  23  

計  12,243  12,823  

期末仕掛品たな卸高  23  38  

当期製品製造原価  12,219  12,785  

      



（脚注） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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184百万円が含まれており

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 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。 

※３．経費の主な内訳 ※３．経費の主な内訳 

減価償却費 211百万円

運賃荷造費 121百万円

減価償却費 189百万円

運賃荷造費    119百万円



③【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月17日） 

当事業年度 
（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） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   2,354  2,952 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．固定資産圧縮積立金取崩額  2  1  

２．中間配当積立金取崩額  0 3 0 2 

合計   2,357  2,955 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  452  452  

２．取締役賞与金  16  16  

３．任意積立金      

(1）中間配当積立金  453  680  

(2）別途積立金  1,200 2,121 1,500 2,648 

Ⅳ 次期繰越利益   236  306 

      



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 



会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）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。 

(3）退職給付引当金 

 同 左 

  

  

 (4）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。 

(4）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 

    

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18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．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。 

※２．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 261百万円

売掛金 823百万円

買掛金 807百万円

受取手形    232百万円

売掛金    809百万円

買掛金    903百万円

※３．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。 

※３．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

※４．自己株式 

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 

※４．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．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314百万円であります。 

  ５．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。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 ※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究

開発費 
   760百万円

一般管理費に含まれる研究

開発費 
      823百万円

※２．売上高には商品売上高が462百万円含まれておりま

す。 

※２．売上高には商品売上高が 6百万円含まれておりま

す。 

※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   51百万円

営業外費用 60百万円

合計 111百万円

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

※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

車輌運搬具   0百万円 土地    30百万円

車輌運搬具    1百万円

合計   32百万円

※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   0百万円

機械装置 

車両運搬具 

  0百万円

  －百万円

工具器具備品   3百万円

長期前払費用   0百万円

合計   5百万円

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

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※６．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※６．           ────── 

建物   11百万円

機械装置   0百万円

工具器具備品   1百万円

土地   51百万円

合計 65百万円

 

※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      10,294百万円

受取配当金    174百万円

受取利息   22百万円

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



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18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。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 84 84 － 

車輌運搬具 76 68 7 

工具器具備品 146 143 3 

合計 307 296 10 

 
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 

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   6百万円

１年超   11百万円

合計   18百万円

１年内    5百万円

１年超    8百万円

合計     14百万円

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   13百万円

減価償却費相当額   7百万円

支払利息相当額 1百万円

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

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 

  



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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

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 143

未払事業税 73

未払事業所税 3

未払販売促進費 4

未払社会保険料 16

繰延税金資産合計 242

繰延税金資産の純額 242

（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 280

役員退職慰労引当金繰入超過額 35

一括償却資産 12

貸倒引当金損金算入限度超過額 7

子会社株式益金算入 22

投資有価証券評価損否認 19

繰延税金資産合計 378

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金認容 △13

その他有価証券評価差額金 △215

繰延税金負債合計 △229

繰延税金資産の純額 149

  (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

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 
1.20 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.72 

住民税均等割額 0.53 

過年度見積差額 △2.23 

その他 △0.92 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
38.55 

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 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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    1,350円35銭 

１株当たり当期純利益   96円35銭 

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 

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。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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） 2,194 2,716 

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） 2,177 2,699 

期中平均株式数（株） 22,603,034 22,602,517 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証券 
その他有価
証券 

（株）ＮａＩＴＯ 154,130 801 

（株）山善 334,096 294 

ユアサ商事（株） 875,249 236 

（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100 180 

トラスコ中山（株） 20,645 56 

日東工機（株） 74,400 37 

鳥羽洋行（株） 10,383 31 

アネスト岩田（株） 33,509 24 

杉本商事（株） 5,750 10 

（株）植松商会 20,000 9 

その他10銘柄 53,407 37 

小計 1,581,671 1,720 

計 1,581,671 1,720 

銘柄 券面総額（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
満期保有目
的の債券 

（コマーシャルペーパー） 
オリックス（株） 300 299 

三井住友銀リース（株） 300 299 

芙蓉総合リース（株） 300 299 

小計 900 899 

計 900 899 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産        

建物 2,865 82 50 2,897 1,679 73 1,218 

構築物 358 2 － 361 307 8 53 

機械装置 93 － 7 85 76 1 8 

車両運搬具 38 14 20 33 13 4 19 

工具器具備品 3,720 264 50 3,934 3,339 224 595 

土地 2,884 － 17 2,867 － － 2,867 

建設仮勘定 7 5 7 5 － － 5 

有形固定資産計 9,968 370 154 10,184 5,416 312 4,767 

無形固定資産        

営業権 31 － － 31 22 6 9 

特許権 12 － － 12 5 1 6 

商標権 1 － － 1 0 0 0 

実用新案権 4 － 1 3 2 0 0 

ソフトウェア 48 44 6 86 30 17 56 

その他 15 － － 15 1 0 14 

無形固定資産計 112 44 7 150 62 26 87 

長期前払費用 28 7 0 35 16 4 19 

繰延資産 － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 

増加額（百万円） 工具器具備品 金型購入 209 

減少額（百万円） 車輌運搬具 売却 19 



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期増加額及び減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

２．当期末における自己株式数は、87,595株であります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 1,850 － － 1,850 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 注２ （株） (22,689,795) （－） （－） (22,689,795) 

普通株式 （百万円） 1,850 － － 1,850 

計 （株） (22,689,795) （－） （－） (22,689,795) 

計 （百万円） 1,850 － － 1,850 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （百万円） 1,915 － － 1,915 

合併差益 （百万円） 9 － － 9 

計 （百万円） 1,925 － － 1,925 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 （百万円） 462 － － 462 

任意積立金      

配当平均積立金 （百万円） 220 － － 220 

固定資産圧縮積立金 注１ （百万円） 21 － 2 19 

中間配当積立金 注１ （百万円） 0 453 452 0 

別途積立金 注１ （百万円） 23,600 1,200 0 24,800 

計 （百万円） 24,305 1,653 455 25,503 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 63 － － 1 62 

賞与引当金 352 396 352 － 396 

役員退職慰労引当金 86 30 25 － 91 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

区分 金額（百万円） 

現金 10 

預金の種類  

当座預金 77 

郵便振替貯金 3 

別段預金 4 

定期預金 10,200 

外貨預金 135 

小計 10,420 

合計 10,431 



② 受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

③ 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

④ 製品 

相手先 金額（百万円） 

（株）山善 1,381 

ユアサ商事（株） 626 

カツヤマキカイ（株） 241 

日東工機（株） 212 

メドー産業（株） 209 

その他 1,221 

合計 3,891 

期日別 金額（百万円） 

平成18年４月 882 

５月 952 

６月 890 

７月 870 

８月 296 

合計 3,891 

相手先 金額（百万円） 

（株）山善 569 

ユアサ商事（株） 221 

メドー産業（株） 216 

MEDO U.S.A.,INC. 202 

（株）ジーネット 182 

その他 2,414 

合計 3,807 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

3,487 24,411 24,090 3,807 86.4 55 

品名 金額（百万円） 

迅速流体継手 898 

機械工具 685 

リニア駆動ポンプ 236 

その他の製品 128 

合計 1,948 



⑤ 材料 

⑥ 仕掛品 

⑦ 債権信託受益権 

⑧ 関係会社株式 

品名 金額（百万円） 

迅速流体継手 19 

機械工具 145 

リニア駆動ポンプ 21 

その他の製品 － 

合計 186 

品名 金額（百万円） 

迅速流体継手 － 

機械工具 20 

リニア駆動ポンプ 17 

その他の製品 － 

合計 38 

銘柄 金額（百万円） 

リース債権信託受益権 1,200 

手形債権信託受益権 299 

売掛債権信託受益権 299 

合計 1,799 

会社名 金額（百万円） 

（株）メドテック 548 

メドー産業（株） 107 

日東工器サービスセンター（株） 10 

白河日東工器（株） 785 

栃木日東工器（株） 450 

日東工器物流（株） 50 

NITTO KOHKI U.S.A.,INC. 691 

NITTO KOHKI EUROPE CO.,LTD. 944 

NITTO KOHKI (THAILAND) CO.,LTD. 318 

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY.,LTD. 220 

日東工器－美進（株） 313 

NITTO KOHKI COUPLING (THAILAND) CO.,LTD. 686 

合計 5,127 



⑨ 支払手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

⑩ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（百万円） 

（株）関西工具製作所 19 

（株）平精工 7 

（株）富士セラミック 8 

（株）三協工具製作所 5 

（株）キョーシン 5 

その他 41 

合計 88 

期日別 金額（百万円） 

平成18年４月 26 

５月 21 

６月 18 

７月 22 

合計 88 

相手先 金額（百万円） 

栃木日東工器（株） 430 

白河日東工器（株） 149 

（株）メドテック 129 

NITTO KOHKI (THAILAND)CO.,LTD. 103 

日本電産シバウラ（株） 75 

その他 245 

合計 1,133 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

   当社は、親会社はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第49期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月20日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 

（第50期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月12日関東財務局長に提出。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券 1,000株券 10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞・http://www.nitto-kohki.co.jp/ir/kk/index.html 

株主に対する特典 毎年３月31日現在の100株以上保有の株主に2,000円相当の図書カードを贈呈 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月17日

日東工器株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤 洋  印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 沼田 徹  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東工

器株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

東工器株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月22日

日東工器株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤 洋    印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 沼田 徹    印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 角田 伸理之 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東工

器株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

東工器株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年６月17日

日東工器株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤 洋  印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 沼田 徹  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理に状況」に掲げられている日東工

器株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東工

器株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点のお

いて適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成18年６月22日

日東工器株式会社   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 唐澤 洋    印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 沼田 徹    印 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 角田 伸理之 印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理に状況」に掲げられている日東工

器株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東工

器株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点のお

いて適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 
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