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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いません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しています。 

３ 第59期中、第60期中、第59期の潜在株式調整後１株当たり中間(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いません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 25,270 28,979 30,442 54,897 61,336

経常利益 (百万円) 3,470 4,210 2,773 8,078 9,094

中間(当期)純利益 (百万円) 2,085 2,376 1,555 4,746 5,151

純資産額 (百万円) 52,780 56,594 59,844 55,331 59,132

総資産額 (百万円) 60,256 66,232 69,004 65,570 71,231

１株当たり純資産額 (円) 1,225.03 1,313.64 1,375.85 1,282.88 1,360.77

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 48.42 55.16 36.09 108.76 119.58

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 48.41 ― ― 108.75 ―

自己資本比率 (％) 87.6 85.4 85.9 84.4 82.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,911 2,206 3,350 7,032 5,876

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,231 △1,251 △2,337 △4,960 △3,347

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △487 △862 △764 △1,051 △1,594

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 4,855 6,775 7,866 6,682 7,617

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
1,695 
[173]

1,779
[177]

1,997
[237]

1,722 
[171]

1,937
[250]



(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いません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しています。 

３ 第59期中、第60期中、第59期の潜在株式調整後１株当たり中間(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いません。 

  

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 25,214 28,863 28,021 54,662 61,175

経常利益 (百万円) 3,469 4,194 2,574 8,059 8,979

中間(当期)純利益 (百万円) 2,084 2,370 1,525 4,732 5,084

資本金 (百万円) 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578

発行済株式総数 (千株) 44,789 44,789 44,789 44,789 44,789

純資産額 (百万円) 52,222 56,018 58,606 54,760 57,987

総資産額 (百万円) 59,683 65,647 66,725 64,969 68,750

１株当たり純資産額 (円) 1,212.07 1,300.26 1,360.37 1,269.64 1,345.97

１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 48.40 55.03 35.42 108.46 118.02

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 48.39 ― ― 108.46 ―

１株当たり配当額 (円) 13.00 17.00 18.00 33.00 36.00

自己資本比率 (％) 87.5 85.3 87.8 84.3 84.3

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
1,684 
[171]

1,766
[175]

1,772
[157]

1,709 
[170]

1,711
[172]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(臨時社員及

びパートタイマー)は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時従業員数(臨時社員及びパートタイマー)

は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しています。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、日東工業労働組合が組織されており、全日本電機電子情報関連産業労働組合連合

会に属しています。組合員数は1,103人でユニオンショップ制です。なお、労使関係については特に記

載すべき事項はありません。 

  

  

部門別 従業員数(人)

配電盤関連事業 1,982[236]

金型関連事業 15[ 1]

合計 1,997[237]

従業員数(人) 1,772[157]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益や、新興国、資源国向けの好調な輸出な

どを背景に、景気は緩やかな回復基調を保ちながらも、原油をはじめとする原材料価格の高騰や、米国

経済の先行きの不透明感など、減速懸念の動きも見られました。 

当業界においては、耐震偽装の再発防止を目的とする平成19年６月の改正建築基準法施行にともなう

審査遅れなどによる新設住宅着工戸数の大幅な減少や、情報通信分野における設備投資の一段落、工作

機械の内需受注の減少など、総じて厳しい状況で推移しました。 

このような情勢下にあって当社グループは、市場環境の変化に対応した新製品をタイムリーに投入す

るとともに、販売体制の強化や、展示会への出展、内覧会の開催など、営業諸施策の強化を推進し、新

市場の開拓と既存市場の深耕、新製品の販売拡大に努めました。また、業務のＩＴ化を進めるなど、業

務効率の向上に努めました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は304億４千２百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益は27

億４千３百万円（同34.4％減）、経常利益は27億７千３百万円（同34.1％減）、中間純利益は15億５千

５百万円（同34.6％減)となりました。 

  

事業の部門別業績は、次のとおりです。 

① 配電盤関連事業 

(イ)配電盤部門については、分岐ブレーカにプラグイン方式を採用した分電盤「ｉシリーズ」の市場

浸透や、工場向け分電盤の積極的な拡販活動、機能付ホーム分電盤の投入などの提案型製品の販売

強化に努めましたが、情報通信分野における第３世代携帯電話に対する設備投資が一段落したこと

や、改正建築基準法による新設住宅着工戸数の減少など、厳しい状況で推移しました。株式会社新

愛知電機製作所が連結対象となった結果、売上高は145億６千７百万円（前年同期比13.0％増）と

なりました。 

(ロ)キャビネット部門については、情報通信分野向けの屋外用熱対策通信キャビネット「冷キャビ」

や、業界初となる「キー付プラボックス」の新製品の発売およびＰＲ活動に注力しましたが、ＦＡ

制御関連製品などが低調に推移し、売上高は112億４千５百万円（前年同期比4.3％減）となりまし

た。 

(ハ)遮断器・開閉器部門については、積極的な販売活動を展開し、株式会社新愛知電機製作所が連結

対象となった結果、売上高は24億２千２百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

(ニ)パーツ・その他部門については、新型ルーバーや換気扇などの販売活動を通し、需要の拡大に努

めましたが、売上高は21億３百万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

この結果、当事業部門の売上高は、303億４千万円(前年同期比5.1％増)、営業利益は27億２千３

百万円(同34.4％減)となりました。 

  

② 金型関連事業 

当事業部門については、主に金型等の製造販売を行っており、グループ外への販路拡大、生産性向

上等の諸施策を推進してきました。 

この結果、売上高は１億９千２百万円(前年同期比30.7％減)(うち外部顧客に対する売上高は１億

２百万円(同11.9％減))となりました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ249百万円増加の 7,866百万円となりました。なお、当中間連結会計期間におけるキャッシュ・

フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは 3,350百万円（前中間連結会計

期間2,206百万円）となりました。 これは主に配電盤関連事業によるキャッシュ・フローであり、税金

等調整前中間純利益 2,903百万円の計上に対し、前払年金費用の増加 330百万円、仕入債務の減少 713

百万円などによる資金の減少があった一方で、売上債権の減少 2,588百万円、利息及び配当金受取額の

改善など資金の増加があったことにより前中間連結会計期間に対して 1,144百万円の増加となりまし

た。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは △2,337百万円（前中間連結会

計期間△1,251百万円）となりました。これは主に３か月を超える定期預金の払戻による収入が 131百

万円、投資有価証券の売却による収入が 1,624百万円あったものの、定期預金の預入による支出 310百

万円、投資有価証券の取得による支出 1,101百万円、掛川新工場建設や生産設備合理化等のための有形

固定資産の取得による支出 2,681百万円を行ったことなどによるものです。  

  

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは △764百万円（前中間連結会計

期間△862百万円）となりました。これは主に配当金の支払い 818百万円を行ったことなどによるもの

です。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

最近２中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。 
  

 
(注)  金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 

  

(2) 受注状況 

「配電盤関連事業」は製品の性質上、原則として需要予測による見込生産方式をとっており、また

「金型関連事業」については、影響が軽微なため記載を省略しています。 

  

(3) 販売実績 

最近２中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。 
  

 
(注)  金額には消費税等は含まれていません。 

  

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

配電盤 
関連事業

配電盤 12,955 44.3 14,207 46.7

キャビネット 11,975 41.0 11,458 37.7

遮断器・開閉器 1,923 6.6 2,502 8.2

パーツ・その他 2,266 7.7 2,140 7.1

計 29,119 99.6 30,309 99.7

金型関連事業 116 0.4 102 0.3

合計 29,235 100.0 30,411 100.0

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

配電盤 
関連事業

配電盤 12,894 44.5 14,567 47.9

キャビネット 11,752 40.6 11,245 36.9

遮断器・開閉器 1,971 6.8 2,422 8.0

パーツ・その他 2,246 7.7 2,103 6.9

計 28,863 99.6 30,340 99.7

金型関連事業 116 0.4 102 0.3

合計 28,979 100.0 30,442 100.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について、重要な

変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループ(当社及び連結子会社)は、「配電盤関連」を事業の中核として「電設電材」、「ＦＡ制

御」、「情報通信」各分野の商品を幅広く展開し、研究開発は当社が中心に行っています。 

当中間連結会計期間の研究開発活動については、機能、性能、デザイン性に優れた先進性を追求すると

ともに、安全、環境、品質への配慮と省スペース・省施工などをテーマにした商品の研究開発ならびに製

品化、既存製品の一層の原価低減活動を行いました。 

当中間連結会計期間の研究開発費は７億６千８百万円で、当中間連結会計期間の研究成果のうち主なも

のは次のとおりです。 

  

(1) 配電盤部門 

配電盤部門は、省スペース・省施工をご提案するプラグインシリーズ「ⅰシリーズ」の機種充実や製

品開発を行いました。「ｉ ｐｏｗｅｒ（プラグイン幹線分岐盤）」、「ｉ ｓａｖｅｒ（プラグイン標

準電灯分電盤）」の改良設計により、使いやすさ、施工性を向上しました。また、仮設分電盤などにも

プラグイン方式を採用し製品化しました。 

分電盤では、分岐回路の電気使用量を監視し、状態表示や電流警報出力で遮断が近いことを知らせる

「監視分電盤」を開発しました。サーバールームや工場など電気の使いすぎでブレーカを遮断させたく

ない負荷用の分電盤として利用が期待され、また、2007年電設工業展製品コンクールにおいて（社）日

本電設工業協会会長奨励賞を受賞しました。 

住宅用分電盤では、最近のオール電化住宅の普及にともない対応機種の強化を実施しました。とくに

寒冷地域から全国的に広がりをみせている蓄熱回路の対応機種強化や太陽光発電などの家庭用発電シス

テムへの対応機種の追加、小型分岐ブレーカサイズの感震リレー付ホーム分電盤の開発などを行いまし

た。 

光接続箱は、情報データ量の増加にともなう企業・マンションなどの光化が進むなか、豊富な機種揃

えや施工を考慮したプレ配線対応により売上は順調に伸長しました。 

  



(2) キャビネット部門 

金属製キャビネットは、情報通信市場向けに屋外用熱対策キャビネット「冷キャビシリーズ」を発売

しました。冷キャビは近年需要が高まっている防犯・監視、通信システム小型基地局向けに熱対策機器

（ファン、熱交換器、電子クーラー）を搭載したオールインワンの製品です。 

また、ＦＡ制御市場向けでは生産ラインのネットワーク機器収納用としてＩ／Ｏ用キャビネットや、

端子付ボックスを発売しました。 

樹脂製キャビネットは、防犯への関心が高まるなか、電設市場向けにセキュリティを考慮したキー付

タイプの汎用プラボックスを製品化しました。 

システムラックは、データセンター向けに需要が高まるなか、ハウジングタイプのモデルチェンジ

と、高い耐震性と熱対策を備えたサーバー収納ラック「ＦＳＳＴ」を新たに製品化し市場での優位性を

高めました。また、昨年より発売した業界初の制震ラック「Ｇａｌｔｅｃｔ（ガルテクト）」は、顧客

評価が高まり売上を伸ばすとともに、機能性が評価され2007年度グッドデザイン賞を受賞し、さらに売

上拡大に弾みがつきました。 

  

(3) 遮断器・開閉器部門 

遮断器・開閉器部門については、ブレーカの主力製品である経済形Ｅシリーズの強化として経済形

400AFのモデルチェンジを実施し、日本工業規格（ＪＩＳ）の新しい配線用遮断器規格に準拠させ、断

路機能や二重絶縁構造を採用しました。また、ＲｏＨＳ指令やリサイクル性といった環境面にも配慮し

たモデルチェンジとなりました。 

  

(4) パーツ・その他部門 

パーツ・その他部門については、レフクール（コンプレッサクーラ）のオプションとしてドレン蒸発

器とオイルミストフィルタを開発しました。 

また、ルーバーシリーズにおいてはステンレスルーバーのモデルチェンジを行い、フィルターがキャ

ビネットの外から交換できるようにするとともに、食品や化学工場に適したミラー仕上げの機種増加を

行い利便性の追求と用途拡大を図りました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 設備計画の重要な変更 

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、改修等について、重要な変更はありま

せん。 

  

(2) 設備の完成状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、「配電盤関連」の製造販売が中心で他の

事業は小規模なため事業の種類別セグメントは作成していません。 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、改修等のうち完成し

た主なものは次のとおりです。 

  

 
(注) 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

(3) 設備の新設、重要な拡充等の計画 

当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、重要な拡充等の計画は次のとおりで

す。 

 
(注) １ 上記設備計画にともなう今後の所要資金694百万円は全額自己資金により賄う予定です。 

２ 掛川新工場建設(平成20年３月建物完成予定)にともなうキャビネット等生産設備ですが、生産設備の合理化

等が主目的であり、完成後の生産能力はほとんど変わりません。 

３ 上記金額には消費税等は含まれていません。 

事業所名 所在地 設備の内容 完成年月
金額

(百万円)
備考

日東工業株式会社 
本社・名古屋工場

愛知県 
愛知郡 
長久手町

配電盤、キャビネット、遮断
器・開閉器、パーツ・その他
等生産設備

平成19年9月 213
生産設備の合理化・
更新等

〃 
菊川工場

静岡県 
菊川市

配電盤、キャビネット、パー
ツ・その他等生産設備

平成19年9月 175
生産設備の合理化・
更新等

〃 
唐津工場

佐賀県 
唐津市

配電盤等生産設備 平成19年9月 169
生産設備の合理化・
更新等

計 ― ― ― 558 ―

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定額 着手及び完了予定

総額 既支払額 着手 完了

日東工業株式会社 
その他

静岡県 
掛川市

キャビネット等生
産設備(塗装設備)

694 ― 平成19年9月 平成20年9月

計 ― ― 694 ― ― ―



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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,203,000

計 96,203,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,789,848 同左

東京証券取引所
(市場第一部) 

名古屋証券取引所 
(市場第一部)

―

計 44,789,848 同左 ― ―

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19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 44,789 ― 6,578 ― 6,986



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 当社は自己株式1,708千株(3.81％)を所有していますが、上記の大株主から除いています。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれ

ぞれ200株(議決権の数２個)及び20株含まれています。 
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30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(％)

名東興産株式会社 愛知県瀬戸市東横山町75 6,778 15.14

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 2,399 5.36

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内１－３－３ 1,926 4.30

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 1,586 3.54

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ 1,539 3.44

日東工業取引先持株会 愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地 1,237 2.76

有限会社伸和興産 愛知県瀬戸市東横山町100 1,042 2.33

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 1,000 2.23

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 876 1.96

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 842 1.88

計 ― 19,229 42.93

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)
(自己保有株式) 
普通株式

1,708,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

43,025,000
430,250 ―

単元未満株式
普通株式

56,448
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 44,789,848 ― ―

総株主の議決権 ― 430,250 ―

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(％)

(自己保有株式) 
日東工業株式会社

愛知県愛知郡長久手町蟹原
2201番地

1,708,400 ― 1,708,400 3.81

計 ― 1,708,400 ― 1,708,400 3.81



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 1,938 1,864 1,797 1,850 1,699 1,771

低(円) 1,751 1,634 1,669 1,658 1,360 1,601



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しています。 

  

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、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、栄監査法人による中間監査を受けていま

す。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,885 5,177 4,549

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※５ 14,621 14,324 16,913

 ３ 有価証券 3,798 5,198 4,596

 ４ たな卸資産 4,655 5,618 5,588

 ５ 繰延税金資産 895 966 963

 ６ その他 642 591 407

 ７ 貸倒引当金 △295 △217 △279

   流動資産合計 28,204 42.6 31,659 45.9 32,739 46.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び 
    構築物

9,446 9,256 9,589

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

6,528 7,528 7,646

  (3) 土地 6,210 8,391 8,391

  (4) 建設仮勘定 3,059 1,007 613

  (5) その他 1,354 1,416 1,438

    有形固定資産 
    合計

26,598 (40.1) 27,600 (40.0) 27,679 (38.8)

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん ― 325 361

  (2) その他 47 39 43

    無形固定資産 
       合計

47 (0.1) 365 (0.5) 405 (0.6)

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 6,845 5,083 6,228

  (2) 不動産信託 
    受益権

1,645 1,622 1,631

  (3) 長期性預金 500 500 700

  (4) 前払年金費用 909 1,547 1,216

  (5) その他 1,487 660 638

  (6) 貸倒引当金 △5 △33 △6

    投資その他の 
    資産合計

11,382 (17.2) 9,378 (13.6) 10,407 (14.6)

   固定資産合計 38,028 57.4 37,344 54.1 38,492 54.0

   資産合計 66,232 100.0 69,004 100.0 71,231 100.0



  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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
(％)

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

2,665 2,544 3,258

 ２ 短期借入金 ― 250 150

 ３ １年以内償還 
   社債

― 40 40

 ４ １年以内返済 
   長期借入金

― 25 50

 ５ 未払法人税等 1,817 1,328 2,161

 ６ 賞与引当金 1,381 1,380 1,469

 ７ 役員賞与引当金 30 31 72

 ８ その他 ※２ 3,110 2,556 3,781

   流動負債合計 9,005 13.6 8,155 11.8 10,982 15.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 300 320

 ２ 長期未払金 165 129 165

 ３ 繰延税金負債 364 466 523

 ４ その他 101 108 106

   固定負債合計 632 1.0 1,003 1.5 1,116 1.6

   負債合計 9,637 14.6 9,159 13.3 12,098 17.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,578 9.9 6,578 9.5 6,578 9.3

 ２ 資本剰余金 6,990 10.6 6,990 10.1 6,990 9.8

 ３ 利益剰余金 43,212 65.2 45,991 66.7 45,255 63.5

 ４ 自己株式 △1,416 △2.1 △1,418 △2.0 △1,417 △2.0

   株主資本合計 55,364 83.6 58,141 84.3 57,406 80.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,230 1.8 1,131 1.6 1,218 1.7

   評価・換算 
   差額等合計

1,230 1.8 1,131 1.6 1,218 1.7

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 571 0.8 508 0.7

   純資産合計 56,594 85.4 59,844 86.7 59,132 83.0

負債純資産合計 66,232 100.0 69,004 100.0 71,231 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(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)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 28,979 100.0 30,442 100.0 61,336 100.0

Ⅱ 売上原価 18,834 65.0 20,940 68.8 39,777 64.9

   売上総利益 10,145 35.0 9,502 31.2 21,558 35.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※1,2 5,965 20.6 6,758 22.2 12,476 20.3

   営業利益 4,180 14.4 2,743 9.0 9,082 14.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 16 26 36

 ２ 受取配当金 59 73 72

 ３ 仕入割引 2 2 6

 ４ 受取家賃 12 12 25

 ５ 不動産信託 
   受益権収入

47 48 96

 ６ その他 65 203 0.7 58 223 0.7 138 374 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0 4 0

 ２ 売上割引 143 157 302

 ３ その他 29 173 0.6 31 194 0.6 59 362 0.6

   経常利益 4,210 14.5 2,773 9.1 9,094 14.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 0 0 0

 ２ 投資有価証券 
   売却益

― 124 4

 ３ 貸倒引当金 
   戻入益

― 0 0.0 34 158 0.5 8 13 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産 
   除売却損

※４ 63 63 0.2 28 28 0.1 210 210 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純利益

4,146 14.3 2,903 9.5 8,897 14.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,772 1,288 3,645

   法人税等調整額 △1 1,770 6.1 △3 1,285 4.2 99 3,745 6.1

   少数株主利益 ― ― 63 0.2 ― ―

   中間(当期) 
   純利益

2,376 8.2 1,555 5.1 5,151 8.4



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

項目
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)

6,578 6,989 41,758 △1,414 53,912

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △861 △861

 役員賞与(注) △61 △61

 中間純利益 2,376 2,376

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計(百万円)

― 0 1,453 △1 1,452

平成18年９月30日残高 
(百万円)

6,578 6,990 43,212 △1,416 55,364

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金

評価・換算差額等 

合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

1,418 1,418 55,331

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △861

 役員賞与(注) △61

 中間純利益 2,376

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額)

△188 △188 △188

中間連結会計期間中の変動額
合計(百万円)

△188 △188 1,263

平成18年９月30日残高 
(百万円)

1,230 1,230 56,594



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目
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19年３月31日残高 
(百万円)

6,578 6,990 45,255 △1,417 57,406

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △818 △818

 中間純利益 1,555 1,555

 自己株式の取得 △1 △1

 自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額)

中間連結会計期間中の変動額
合計(百万円)

― 0 736 △1 735

平成19年９月30日残高 
(百万円)

6,578 6,990 45,991 △1,418 58,141

項目

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

評価・換算差額等 

合計

平成19年３月31日残高 
(百万円)

1,218 1,218 508 59,132

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △818

 中間純利益 1,555

 自己株式の取得 △1

 自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額)

△86 △86 63 △23

中間連結会計期間中の変動額
合計(百万円)

△86 △86 63 711

平成19年９月30日残高 
(百万円)

1,131 1,131 571 59,844



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

項目
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)

6,578 6,989 41,758 △1,414 53,912

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △861 △861

 剰余金の配当 △732 △732

 役員賞与(注) △61 △61

 当期純利益 5,151 5,151

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

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)

― 0 3,496 △3 3,493

平成19年３月31日残高 
(百万円)

6,578 6,990 45,255 △1,417 57,406

項目

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

評価・換算差額等 

合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

1,418 1,418 ― 55,331

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △861

 剰余金の配当 △732

 役員賞与(注) △61

 当期純利益 5,151

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
(純額)

△200 △200 508 307

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△200 △200 508 3,801

平成19年３月31日残高 
(百万円)

1,218 1,218 508 59,132



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(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) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

4,146 2,903 8,897

 ２ 減価償却費 1,275 1,565 2,794

 ３ のれん償却額 ― 36 ―

 ４ 賞与引当金の増加額 
   (△減少額)

80 △89 168

 ５ 役員賞与引当金の増加額 
   (△減少額)

30 △41 72

 ６ 貸倒引当金の増加額 
   (△減少額)

6 △34 △10

 ７ 前払年金費用の増加額 △247 △330 △554

 ８ 受取利息及び受取配当金 △75 △100 △108

 ９ 支払利息 0 4 0

 10 有形固定資産売却益 △0 △0 △0

 11 有形固定資産除売却損 63 28 210

 12 投資有価証券の売却益 ― △124 △4

 13 役員賞与支払額 △61 ― △61

 14 売上債権の減少額 
   (△増加額)

△281 2,588 △1,418

 15 たな卸資産の増加額 △290 △29 △664

 16 仕入債務の増加額 
   (△減少額)

77 △713 291

 17 未払消費税等の減少額 △66 △19 △48

 18 その他 △362 △274 △7

    小計 4,296 5,368 9,557

 19 利息及び配当金の受取額 75 100 108

 20 利息の支払額 △0 △3 △0

 21 法人税等の支払額 △2,164 △2,114 △3,788

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

2,206 3,350 5,876



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(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) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入 
   による支出

△300 △310 △610

 ２ 定期預金の払戻 
   による収入

1,410 131 1,720

 ３ 有形固定資産 
   の取得による支出

△3,993 △2,681 △6,188

 ４ 有形固定資産 
   の売却による収入

0 6 5

 ５ 投資有価証券 
   の取得による支出

△60 △1,101 △461

 ６ 投資有価証券 
   の売却による収入

2,599 1,624 2,804

 ７ 連結の範囲の変更を 
   伴う子会社株式の取得 
   による支出

― ― △580

 ８ 関連会社株式 
   の取得による支出

△847 ― ―

 ９ 子会社出資による支出 △58 ― △58

 10 その他 △1 △6 22

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

△1,251 △2,337 △3,347

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 ― 100 ―

 ２ 長期借入金の返済に 
   よる支出

― △25 ―

 ３ 社債の償還による支出 ― △20 ―

 ４ 配当金の支払額 △860 △818 △1,591

 ５ 自己株式の取得による 
      支出

△1 △1 △3

 ６ その他 0 0 0

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

△862 △764 △1,594

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

0 △0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加額

92 249 934

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

6,682 7,617 6,682

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

6,775 7,866 7,617



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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

(イ)連結子会社の数 １社

 連結子会社名

  日東エンジニアリング

㈱

(イ)連結子会社の数 ３社

 連結子会社名

  日東エンジニアリング

㈱

  東北日東工業㈱

  ㈱新愛知電機製作所

(イ)連結子会社の数 ３社

 連結子会社名

  日東エンジニアリング

㈱

  東北日東工業㈱

  ㈱新愛知電機製作所

(ロ)非連結子会社の数

６社

 非連結子会社名

  ㈱キャドテック

  東名保険サービス㈱

  日東緑化サービス㈱

  日東テクノサービス㈱

  日東スタッフ㈱

  日東工業(嘉興)電機有

限公司

(ロ)主要な非連結子会社名

  ㈱キャドテック

  日東テクノサービス㈱

  日東工業(嘉興)電機有

限公司

  日東スタッフ㈱

  東名保険サービス㈱

  日東緑化サービス㈱

(ロ)主要な非連結子会社名

  ㈱キャドテック

  日東テクノサービス㈱

  日東工業(嘉興)電機有

限公司

  日東スタッフ㈱

  東名保険サービス㈱

  日東緑化サービス㈱

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合

計の総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰

余金等は、いずれも中

間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていな

いため除外していま

す。

 (連結の範囲から除いた

理由)

同左

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合

計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないた

め除外しています。

２ 持分法の適用に関

する事項

 持分法を適用していない

非連結子会社６社(㈱キャ

ドテック、東名保険サービ

ス㈱、日東緑化サービス

㈱、日東テクノサービス

㈱、日東スタッフ㈱、日東

工業(嘉興)電機有限公司)

及び関連会社１社(㈱新愛

知電機製作所)は、それぞ

れ中間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しています。

 持分法を適用していない

主要な非連結子会社(㈱キ

ャドテック、日東テクノサ

ービス㈱、日東工業(嘉興)

電機有限公司、日東スタッ

フ㈱、東名保険サービス
㈱、日東緑化サービス㈱)

は、それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しています。

 持分法を適用していない

主要な非連結子会社(㈱キ

ャドテック、日東テクノサ

ービス㈱、日東工業(嘉興)

電機有限公司、日東スタッ

フ㈱、東名保険サービス

㈱、日東緑化サービス㈱)

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しています。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致して

います。

連結子会社のうち、㈱新愛

知電機製作所の中間決算日

は12月31日です。中間連結

財務諸表作成にあたって

は、平成19年１月１日から

平成19年６月30日までの損

益計算書、キャッシュ・フ

ロー計算書及び平成19年６

月30日現在の貸借対照表を

使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っています。

連結子会社のうち、㈱新愛

知電機製作所の決算日(６

月30日)が連結決算日と異

なっており、中間決算日

(平成18年12月31日)現在の

財務諸表に必要な調整を行

っています。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

   満期保有目的の債券

    償却原価法(定額

法)

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

   満期保有目的の債券

同左

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

   満期保有目的の債券

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間連結決算日

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、

売却原価は総平

均法により算

定)

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     連結決算期末日

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、

売却原価は総平

均法により算

定)

    時価のないもの

     総平均法による

原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 ② たな卸資産

   主として総平均法に

よる原価法

 ② たな卸資産

同左

 ② たな卸資産

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法

   主な耐用年数

   建物及び構築物

３～60年

   機械装置及び運搬具

２～11年

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法

   主な耐用年数

   建物及び構築物

３～60年

   機械装置及び運搬具

２～11年

  (会計方針の変更)

   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)

及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、当

中間連結会計期間か

ら、平成19年４月１日

以降に取得したものに

ついては、改正後の法

人税法に基づく方法に

変更しています。

   これにより、前中間

連結会計期間と同一の

方法によった場合と比

べ、営業利益、経常利

益、税金等調整前中間

純利益はそれぞれ31百

万円減少しています。

  (追加情報)

   当中間連結会計期間

から、平成19年３月31

日以前に取得したもの

については、償却可能

限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で

均等償却する方法によ

っています。

   これにより、営業利

益、経常利益、税金等

調整前中間純利益はそ

れぞれ72百万円減少し

ています。

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法

   主な耐用年数

   建物及び構築物

３～60年

   機械装置及び運搬具

２～11年

 ② 無形固定資産

   定額法(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)

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ハ)重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   売上債権等の貸倒損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を検討し、回収不能

見込額を計上していま

す。

(ハ)重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

(ハ)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

   従業員の賞与の支給

に充当するため当中間

連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上

しています。

 ② 賞与引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員の賞与の支給

に充当するため当連結

会計年度に負担すべき

支給見込額を計上して

います。

 ③ 役員賞与引当金

   役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当中間連結会

計期間負担額を計上し

ています。

  (会計方針の変更)

   当中間連結会計期間

より、「役員賞与に関

する会計基準」(企業

会計基準第４号 平成

17年11月29日)を適用

しています。

   これにより営業利

益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益

は、それぞれ30百万円

減少しています。

 ③ 役員賞与引当金

   役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当中間連結会

計期間負担額を計上し

ています。

 ③ 役員賞与引当金

   役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当連結会計年

度負担額を計上してい

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

計基準第４号 平成17

年11月29日)を適用し

ています。

   これにより営業利

益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益

は、それぞれ72百万円

減少しています。



 
   

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ④ 退職給付引当金

   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

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ています。

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処

理し、数理計算上の差

異は、各連結会計年度

の発生時における従業

員の平均残存勤務期間

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

しています。

   なお、当中間連結会

計期間末においては、

中間連結財務諸表作成

会社については年金資

産の見込額及び中間期

末未認識項目の合計額

が退職給付債務を上回

ったため、「前払年金

費用」として投資その

他の資産に計上してい

ます。

 ④ 退職給付引当金

同左

 ④ 退職給付引当金

   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

の見込額に基づき計上

しています。

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処

理し、数理計算上の差

異は、各連結会計年度

の発生時における従業

員の平均残存勤務期間

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

しています。

   なお、当連結会計年

度末においては、連結

財務諸表作成会社につ

いては年金資産の見込

額及び期末未認識項目

の合計額が退職給付債

務を上回ったため、

「前払年金費用」とし

て投資その他の資産に

計上しています。

(ニ)重要なリース取引の処

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

処理によっています。

(ニ)重要なリース取引の処

理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処

理方法

同左

(ホ)その他中間連結財務諸

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

   消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっています。

(ホ)その他中間連結財務諸

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

同左

(ホ)その他連結財務諸表作

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

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ② 信託財産の会計処理

の方法

   信託銀行から送付さ

れてくる決算報告書に

基づき、貸借対照表項

目は「不動産信託受益

権」勘定として処理

し、損益計算書項目は

営業外収益の「不動産

信託受益権収入」勘定

及び営業外費用の「そ

の他」に含めて処理し

ています。また収益及

び費用の認識基準は発

生基準によっていま

す。

   なお、信託建物(附

属設備を除く)の減価

償却の方法について

は、定額法を採用して

います。

 ② 信託財産の会計処理

の方法

同左

 ② 信託財産の会計処理

の方法

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 中間連結キャッシュ・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ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。

同左  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ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなります。



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

  当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)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」

(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用してい

ます。

  これまでの資本の部の合計に相

当する金額は56,594百万円です。

  なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ています。

───── (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」(企業会計基準第５号

平成17年12月９日)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

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日)を適用しています。

  これまでの資本の部の合計に相

当する金額は58,624百万円です。

  なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しています。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表関係)

  前中間連結会計期間において投資その他の資産の

「その他」に含めていました「前払年金費用」(前中

間連結会計期間384百万円)は、重要性が増したため

当中間連結会計期間より区分掲記しています。

─────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

44,442百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

45,362百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

44,170百万円

※２ 未払消費税等289百万円を含

んでいます。

※２ 未払消費税等305百万円を含

んでいます。

※２ 未払消費税等325百万円を含

んでいます。

 ３   ―――――  ３ 受取手形裏書譲渡高は、132

百万円です。

 ３ 受取手形割引高は、49百万円

です。  

 受取手形裏書譲渡高は、236

百万円です。

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当中間連結会計期間末におけ

る特定融資枠契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりです。

特定融資枠契約 
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当中間連結会計期間末におけ

る特定融資枠契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりです。

特定融資枠契約
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当連結会計年度末における特

定融資枠契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりです。

特定融資枠契約 
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

ます。

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が、中間連結

会計期間末日残高に含まれてい

ます。

受取手形 669百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

ます。

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が、中間連結

会計期間末日残高に含まれてい

ます。

受取手形 539百万円  

※５ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理していま

す。    

   なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が、当連結会計年

度末日残高に含まれています。

受取手形 897百万円



(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 主な費目及び金額は次のとお
りです。
運賃 1,257百万円

広告宣伝費 149

貸倒引当金繰入額 9

従業員給料 1,279

賞与引当金 
繰入額

440

役員賞与引当金 
繰入額

30

退職給付引当金 
繰入額

19

事業税 54

減価償却費 171

賃借料 130

研究開発費 679

その他 1,742

計 5,965

※１ 主な費目及び金額は次のとお
りです。
運賃 1,302百万円

広告宣伝費 204

従業員給料 1,471
賞与引当金
繰入額

452

役員賞与引当金
繰入額

31

退職給付引当金
繰入額

15

事業税 51

減価償却費 171

賃借料 168

研究開発費 768

のれん償却費 36

その他 2,085

計 6,758
 

※１ 主な費目及び金額は次のとお
りです。
運賃 2,666百万円

広告宣伝費 407

従業員給料 2,988
賞与引当金
繰入額

472

役員賞与引当金 
繰入額

72

退職給付引当金 
繰入額

47

事業税 111

減価償却費 358

賃借料 268

研究開発費 1,384

その他 3,700

計 12,476

※２   ――――― ※２   ―――――   ※２ 一般管理費及び当期製造費用
に含まれる研究開発費は、次の
とおりです。
一般管理費 1,384百万円

当期製造費用 ―

計 1,384

 

※３ 固定資産売却益の内容は次の
とおりです。
機械及び装置 0百万円

 

※３ 固定資産売却益の内容は次の
とおりです。
機械及び装置 0百万円

※３ 固定資産売却益の内容は次の
とおりです。
機械及び装置 0百万円

車両及び運搬具 0

計 0

 

※４ 固定資産除売却損の内容は次
のとおりです。

 固定資産除却損
建物 8百万円

構築物 0

機械及び装置 45

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 8

計 63
 

※４ 固定資産除売却損の内容は次
のとおりです。

 固定資産除却損
建物 2百万円

構築物 3

機械及び装置 5

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 14

計 27

 固定資産売却損
車両及び運搬具 1百万円

 

※４ 固定資産除売却損の内容は次
のとおりです。

固定資産除却損
建物 21百万円

構築物 0

機械及び装置 168

車両及び運搬具 0

工具器具及び備品 20

計 210

 ５ 当中間連結会計期間における
税金費用については、簡便法に
より計算しているため、法人税
等調整額は「法人税、住民税及
び事業税」に含めて表示してい
ます。なお、連結修正に係る税
金費用については、「法人税等
調整額」として表示していま
す。

 ５     同左 ５    ―――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加   874株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求による減少  77株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 44,789 ― ― 44,789

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,706,428 874 77 1,707,225

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29日 
定時株主総会

普通株式 861 20 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 732 17 平成18年９月30日 平成18年11月30日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加   721株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求による減少   97株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 44,789 ― ― 44,789

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,707,796 721 97 1,708,420

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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 818 19 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 775 18 平成19年９月30日 平成19年11月30日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,586株 

減少数の内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求による減少  218株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 44,789 ― ― 44,789

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,706,428 1,586 218 1,707,796

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29日 
定時株主総会

普通株式 861 20 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 732 17 平成18年９月30日 平成18年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 818 19 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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中間期末
残高と中間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中間期末
残高と中間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９月30日現在)

現金及び預金勘定 3,885百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△310

取得日から３か月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券)

3,199

現金及び現金同等
物

6,775

２    ―――――
 

 

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 5,177百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△510

取得日から３か月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券)

3,199

現金及び現金同等
物

7,866

２    ―――――
 

 

 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 4,549百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△131

取得日から３か月
以内に償還期限の
到来する短期投資
(有価証券)

3,199

現金及び現金同等
物

7,617

２ 株式の取得により新たに連結子
会社となった会社の資産及び負債
の主な内訳
 株式の取得により新たに連結し
たことに伴う連結開始時の資産及
び負債の内訳並びに株式の取得価
額と取得に伴う支出(純額)との関
係は次のとおりです。
㈱新愛知電機製作所

流動資産 2,127百万円

固定資産 134

のれん 361

流動負債 △848

固定負債 △320

少数株主持分 △508

取得価額 947

現金及び現金同等
物

△366

差引：子会社株式
取得に伴う支出

580



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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

 (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

中間期末残高相当額

１ 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

 (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

中間期末残高相当額

１ 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

 (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)

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(工具器
具及び備
品)

192 64 128

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間
期末残高
相当額 

(百万円)

その他 
(工具器
具及び備
品)

192 104 87

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)

その他
(工具器
具及び備
品)

192 84 108

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定していま

す。

同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しています。

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 66百万円

 １年超 28

 合計 95

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 21百万円

 １年超 7

 合計 28

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 51百万円

１年超 10

合計 62

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しています。

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ています。

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 31百万円

減価償却費 
相当額

20

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 33百万円

減価償却費
相当額

20

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 63百万円

減価償却費
相当額

40

 (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定額法によ

っています。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 0百万円

 １年超 2

 合計 3

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 0百万円

 １年超 1

 合計 2

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2

合計 3



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 減損処理に当たっては、中間連結会計期間末の時価が帳簿価額に対して「著しい下落」として30％以上下落し

ている銘柄(回復する見込みがあると認められる銘柄を除く。)を対象とするとともに、発行体の信用リスク等

を総合的に判断しています。なお、当中間連結会計期間末においては該当はありません。 

  

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

① 株式 1,205 3,265 2,059

② 債券 2,997 2,983 △13

国債・地方債等 1,897 1,888 △8

社債 1,099 1,095 △4

計 4,202 6,248 2,046

区分
中間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 1,999

計 1,999

(2) その他有価証券

① 非上場株式 1,196

② 合同運用指定金銭信託 1,200

計 2,396

(3) 子会社株式及び関連会社株式

① 子会社株式 88

② 関連会社株式 847

計 936



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 減損処理に当たっては、中間連結会計期間末の時価が帳簿価額に対して「著しい下落」として30％以上下落し

ている銘柄(回復する見込みがあると認められる銘柄を除く。)を対象とするとともに、発行体の信用リスク等

を総合的に判断しています。なお、当中間連結会計期間末においては該当はありません。 

  

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

その他有価証券

① 株式 1,306 3,196 1,889

② 債券 2,697 2,690 △7

国債・地方債等 2,097 2,092 △5

社債 599 597 △1

計 4,004 5,886 1,882

区分
中間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 2,998

計 2,998

(2) その他有価証券

① 非上場株式 196

② 合同運用指定金銭信託 1,201

計 1,397

(3) 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 89

計 89



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 減損処理に当たっては、当連結会計年度末の時価が帳簿価額に対して「著しい下落」として30％以上下落して

いる銘柄(回復する見込みがあると認められる銘柄を除く。)を対象とするとともに、発行体の信用リスク等を

総合的に判断しています。なお、当連結会計年度末においては該当はありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても

デリバティブ取引を全く利用していませんので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいて

も、該当事項はありません。 

区分
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)

その他有価証券

① 株式 1,205 3,244 2,038

② 債券 3,197 3,184 △12

国債・地方債等 2,097 2,088 △8

社債 1,099 1,096 △3

計 4,403 6,429 2,026

区分
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 1,998

計 1,998

(2) その他有価証券

① 非上場株式 1,196

② 合同運用指定金銭信託 1,200

計 2,397

(3) 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式
89

計 89



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月

31日) 

当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の

「配電盤関連」の製造販売を主たる事業として行っています。従たる事業として、金型等の製造販売等

を行っていますが、小規模な事業であり、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの

資産の金額(前連結会計年度基準に適用)の合計額に占める各割合も10％未満ですので、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月

31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店はないため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しています。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月

31日) 

連結売上高に占める海外売上高は10％未満ですので、海外売上高の記載を省略しています。 

  



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 事業分離の概要 

当社は、独立した経営責任のもと、迅速かつ柔軟な経営判断を行うことにより、グループ全体の活性

化と競争力の強化を図ることを目的として、平成18年７月31日開催の当社取締役会で承認されました分

割計画書に基づき、平成18年10日２日付で、当社花巻工場（配電盤関連事業）を東北日東工業株式会社

に承継させる会社分割を実施しています。 

会社分割の法的形式は、当社を新設分割会社とし、東北日東工業株式会社を新設分割設立会社とする

新設分割であり、新設分割設立会社が発行する株式（普通株式1,000株）は全て当社に割り当てていま

す。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

  (1) 移転損益は認識していません。  

  (2) 受取対価の種類    株式(普通株式) 

  (3) 移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額  

(単位:百万円) 

 
 なお、新設分割会社から新設分割設立会社に承継する負債はありません。 

  

３ 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 
(単位:百万円) 

 
  

流動資産 657
純資産 836

固定資産 179

合計 836 合計 836

売上高 730

営業利益 20



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間(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いません。 

  

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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 1,313円64銭 １株当たり純資産額 1,375円85銭 １株当たり純資産額 1,360円77銭

１株当たり中間純利益 
金額

55円16銭
１株当たり中間純利益
金額

36円09銭
１株当たり当期純利益 
金額

119円58銭

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 56,594百万円 59,844百万円 59,132百万円

純資産の部の合計額から控除する
金額

― 571百万円 508百万円

 (うち少数株主持分) (―) (571百万円) (508百万円)

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額

56,594百万円 59,273百万円 58,624百万円

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末(期末)の普通株式
の数

43,082千株 43,081千株 43,082千株

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 2,376百万円 1,555百万円 5,151百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 2,376百万円 1,555百万円 5,151百万円

普通株式の期中平均株式数 43,082千株 43,081千株 43,082千株



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 当社は、独立した経営責任のも

と、迅速かつ柔軟な経営判断を行う

ことにより、グループ全体の活性化

と競争力の強化を図ることを目的と

して、平成18年７月31日開催の当社

取締役会の決議に基づき、平成18年

10月２日付で、当社花巻工場(配電

盤関連事業)を東北日東工業株式会

社に承継させる会社分割を実施して

います。

(1) 会社分割の法的形式

 当社を新設分割会社とし、東北

日東工業株式会社を新設分割設立

会社とする新設分割であり、新設

分割設立会社が発行する株式(普通

株式1,000株)は全て当社に割り当

てています。

(2) 実施した会計処理

 ① 移転損益を認識していませ

ん。

 ② 受取対価の種類

   株式(普通株式)

 ③ 移転した事業に係る資産及び

負債の帳簿価額

(単位：百万円)

流動資産 657  純資産 836

固定資産 179

 合計 836  合計 836

 なお、新設分割会社から新設分割

設立会社に承継する負債はありませ

ん。

 

１ 当社は、平成19年12月10日開催

の臨時取締役会において、タイ王

国アユタヤ県に当社全額出資の海

外子会社の設立を決議していま

す。

(1) 設立の趣旨

 おもに配分電盤に使用される機

器類のコスト競争力強化と、東南

アジア市場への事業展開を企図

し、同国に機器類を生産する現地

法人を設立することとしました。

(2) 設立する子会社の概要

商号 未定

所在地 タイ王国アユタヤ県

設立時期 平成20年３月（予定）

操業時期 平成21年４月（予定）

資本金 約13億円(４億バーツ)

（予定）

出資比率 当社100％

事業内容 機器類の製造販売

従業員数 平成23年度 約160名

生産高 平成23年度 約20億円

敷地面積 約52,000㎡

(3) 今後の見通し

 当該子会社設立にともなう当社

グループの平成20年３月期の業績

予想に変更はありません。

２ 当社は、資本効率の向上と経営

環境に応じた機動的な資本政策の

遂行を可能とするため、平成19年

12月25日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定

により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株

式を取得することを決議していま

す。

 （取得の内容）

(1) 取得する株式の種類

  当社普通株式

(2) 取得する株式の総数

  30万株(上限) 

 （発行済株式総数に対する 

  割合 0.7%）

(3) 株式の取得価額の総額

  4.5億円(上限)

(4) 取得する期間

  平成19年12月26日(水)から 

  平成20年１月29日(火)まで

―――――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,307 3,843 3,400

 ２ 受取手形 ※４ 6,824 5,959 7,609

 ３ 売掛金 7,751 7,220 8,112

 ４ 有価証券 3,798 5,099 4,496

 ５ たな卸資産 4,653 5,032 4,951

 ６ 繰延税金資産 886 920 921

 ７ その他 646 668 470

 ８ 貸倒引当金 △295 △216 △278

   流動資産合計 27,572 42.0 28,528 42.8 29,684 43.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 8,769 8,566 8,876

  (2) 機械及び装置 6,449 7,125 7,195

  (3) 土地 6,210 8,391 8,391

  (4) 建設仮勘定 3,056 998 609

  (5) その他 2,098 2,091 2,138

    有形固定資産 
    合計

26,582 (40.5) 27,173 (40.7) 27,211 (39.5)

 ２ 無形固定資産 47 (0.1) 38 (0.1) 42 (0.1)

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 6,845 4,883 6,028

  (2) 不動産信託 
    受益権

1,645 1,622 1,631

  (3) 長期性預金 500 500 500

  (4) 前払年金費用 922 1,547 1,216

  (5) その他 1,537 2,464 2,441

  (6) 貸倒引当金 △5 △33 △5

    投資その他の 
    資産合計

11,444 (17.4) 10,984 (16.4) 11,812 (17.2)

   固定資産合計 38,074 58.0 38,196 57.2 39,065 56.8

  資産合計 65,647 100.0 66,725 100.0 68,750 100.0



  
前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 16 7 10

 ２ 買掛金 2,617 2,488 2,850

 ３ 未払法人税等 1,806 1,222 1,997

 ４ 賞与引当金 1,370 1,330 1,420

 ５ 役員賞与引当金 30 30 70

 ６ 設備支払手形 434 1 231

 ７ その他 ※２ 2,712 2,333 3,383

   流動負債合計 8,988 13.7 7,412 11.1 9,963 14.5

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 164 127 164

 ２ 繰延税金負債 373 471 529

 ３ その他 101 107 105

   固定負債合計 640 1.0 706 1.1 799 1.2

  負債合計 9,628 14.7 8,118 12.2 10,762 15.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,578 10.0 6,578 9.8 6,578 9.6

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 6,986 6,986 6,986

  (2) その他 
    資本剰余金

3 3 3

   資本剰余金合計 6,990 10.6 6,990 10.5 6,990 10.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 833 833 833

  (2) その他 
    利益剰余金
    特別償却 
    準備金

56 48 48

    圧縮記帳 
    積立金

148 142 142

    別途積立金 32,490 32,490 32,490

    繰越利益 
    剰余金

9,107 11,810 11,103

   利益剰余金合計 42,636 64.9 45,325 67.9 44,617 64.9

 ４ 自己株式 △1,416 △2.1 △1,418 △2.1 △1,417 △2.1

   株主資本合計 54,788 83.4 57,475 86.1 56,769 82.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,230 1.9 1,131 1.7 1,218 1.7

   評価・換算 
   差額等合計

1,230 1.9 1,131 1.7 1,218 1.7

  純資産合計 56,018 85.3 58,606 87.8 57,987 84.3

  負債純資産合計 65,647 100.0 66,725 100.0 68,750 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(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)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 28,863 100.0 28,021 100.0 61,175 100.0

Ⅱ 売上原価 18,756 65.0 19,249 68.7 39,827 65.1

   売上総利益 10,107 35.0 8,772 31.3 21,348 34.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

5,952 20.6 6,332 22.6 12,458 20.4

   営業利益 4,154 14.4 2,440 8.7 8,890 14.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 212 0.7 335 1.2 474 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 173 0.6 201 0.7 385 0.6

   経常利益 4,194 14.5 2,574 9.2 8,979 14.7

Ⅵ 特別利益 ― ― 158 0.6 13 0.0

Ⅶ 特別損失 62 0.2 27 0.1 212 0.3

   税引前中間 
   (当期)純利益

4,131 14.3 2,704 9.7 8,780 14.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,761 1,179 3,567

   法人税等調整額 ― 1,761 6.1 ― 1,179 4.3 128 3,695 6.1

   中間(当期) 
   純利益

2,370 8.2 1,525 5.4 5,084 8.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 2 6,989

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立(注)

特別償却準備金の取崩(注)

圧縮記帳積立金の積立(注)

圧縮記帳積立金の取崩(注)

剰余金の配当(注)

役員賞与(注)

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0

平成18年９月30日残高(百万円) 6,578 6,986 3 6,990

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

圧縮記帳
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) 833 41 68 32,490 7,752 41,187 △1,414 53,341

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立(注) 26 △26 ― ―

特別償却準備金の取崩(注) △11 11 ― ―

圧縮記帳積立金の積立(注) 83 △83 ― ―

圧縮記帳積立金の取崩(注) △4 4 ― ―

剰余金の配当(注) △861 △861 △861

役員賞与(注) △60 △60 △60

中間純利益 2,370 2,370 2,370

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 14 79 ― 1,354 1,449 △1 1,447

平成18年９月30日残高(百万円) 833 56 148 32,490 9,107 42,636 △1,416 54,788



  

   
 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,418 1,418 54,760

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の積立(注) ―

特別償却準備金の取崩(注) ―

圧縮記帳積立金の積立(注) ―

圧縮記帳積立金の取崩(注) ―

剰余金の配当(注) △861

役員賞与(注) △60

中間純利益 2,370

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

△188 △188 △188

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△188 △188 1,258

平成18年９月30日残高(百万円) 1,230 1,230 56,018



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 3 6,990

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0

平成19年９月30日残高(百万円) 6,578 6,986 3 6,990

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

圧縮記帳
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 833 48 142 32,490 11,103 44,617 △1,417 56,769

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △818 △818 △818

中間純利益 1,525 1,525 1,525

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― 707 707 △1 706

平成19年９月30日残高(百万円) 833 48 142 32,490 11,810 45,325 △1,418 57,475

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,218 1,218 57,987

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △818

中間純利益 1,525

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額 
(純額)

△86 △86 △86

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△86 △86 619

平成19年９月30日残高(百万円) 1,131 1,131 58,606



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 2 6,989

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の積立(注)

 特別償却準備金の取崩(注)

 特別償却準備金の積立

 特別償却準備金の取崩

 圧縮記帳積立金の積立(注)

 圧縮記帳積立金の取崩(注)

 圧縮記帳積立金の取崩

 剰余金の配当(注)

剰余金の配当

役員賞与(注)

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 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 
(百万円)

― ― 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 3 6,990

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計特別償却 

準備金
圧縮記帳
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) 833 41 68 32,490 7,752 41,187 △1,414 53,341

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の積立(注) 26 △26 ― ―

 特別償却準備金の取崩(注) △11 11 ― ―

 特別償却準備金の積立 6 △6 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △14 14 ― ―

 圧縮記帳積立金の積立(注) 83 △83 ― ―

 圧縮記帳積立金の取崩(注) △4 4 ― ―

 圧縮記帳積立金の取崩 △6 6 ― ―

 剰余金の配当(注) △861 △861 △861

 剰余金の配当 △732 △732 △732

役員賞与(注) △60 △60 △60

当期純利益 5,084 5,084 5,084

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 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 
(百万円)

― 6 73 ― 3,350 3,430 △3 3,427

平成19年３月31日残高(百万円) 833 48 142 32,490 11,103 44,617 △1,417 56,769



  

 
 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,418 1,418 54,760

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の積立(注) ―

 特別償却準備金の取崩(注) ―

 特別償却準備金の積立 ―

 特別償却準備金の取崩 ―

 圧縮記帳積立金の積立(注) ―

 圧縮記帳積立金の取崩(注) ―

 圧縮記帳積立金の取崩 ―

剰余金の配当(注) △861

剰余金の配当 △732

役員賞与(注) △60

当期純利益 5,084

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額)

△200 △200 △200

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△200 △200 3,226

平成19年３月31日残高(百万円) 1,218 1,218 57,987



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

  満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

  満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

  満期保有目的の債券

同左

  子会社株式及び関連会 

 社株式

   総平均法による原価

法

  子会社株式 

 

同左

  子会社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの
    中間決算日の市場

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
却原価は総平均法
により算定)

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの
   期末日の市場価格

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
価は総平均法によ
り算定)

   時価のないもの

    総平均法による原 

 価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) たな卸資産
  製品・仕掛品・貯蔵品
   総平均法による原価

法
  原材料
   総平均法による低価

法

(2) たな卸資産
 製品・仕掛品・貯蔵品

同左

 原材料
同左

(2) たな卸資産
 製品・仕掛品・貯蔵品

同左

 原材料
同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産
 定率法
 主な耐用年数
 建物及び構築物

３～60年
 機械装置及び車両運搬具

２～11年

(1) 有形固定資産
定率法
主な耐用年数
建物及び構築物

３～60年
機械装置及び車両運搬具

２～11年

(1) 有形固定資産
定率法
主な耐用年数
建物及び構築物

３～60年
機械装置及び車両運搬具

２～11年

  (会計方針の変更) 
 法人税法の改正((所得
税法等の一部を改正する
法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(法人税
法施行令の一部を改正す
る政令 平成19年３月30
日 政令第83号))に伴
い、当中間会計期間か
ら、平成19年４月１日以
降に取得したものについ
ては、改正後の法人税法
に基づく方法に変更して
います。
   これにより、前中間会
計期間と同一の方法によ
った場合と比べ、営業利
益、経常利益、税引前中
間純利益はそれぞれ31百
万円減少しています。

  (追加情報)
   当中間会計期間から、
平成19年３月31日以前に
取得したものについて
は、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から
５年間で均等償却する方
法によっています。
これにより、営業利

益、経常利益、税引前中
間純利益はそれぞれ72百
万円減少しています。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 無形固定資産

  定額法(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)

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  定額法

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ています。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

充当するため当中間会計

期間に負担すべき支給見

込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

充当するため当事業年度

に負担すべき支給見込額

を計上しています。

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間負担額を計

上しています。

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間負担額を計

上しています。

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

事業年度負担額を計上し

ています。

 (会計方針の変更)

  当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会計

基準」(企業会計基準第

４号 平成17年11月29

日)を適用しています。

  これにより営業利益、

経常利益及び税引前中間

純利益は、それぞれ30百

万円減少しています。

 (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」(企業会計基準第４

号 平成17年11月29日)

を適用しています。

  これにより営業利益、

経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ70百

万円減少しています。



  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(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、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

います。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法

により費用処理し、数理

計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間

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

することとしています。

  なお、当中間会計期間

末においては、年金資産

の見込額及び中間期末未

認識項目の合計額が退職

給付債務を上回ったた

め、「前払年金費用」と

して投資その他の資産に

計上しています。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しています。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法

により費用処理し、数理

計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間

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

することとしています。

  なお、当事業年度末に

おいては、年金資産の見

込額及び期末未認識項目

の合計額が退職給付債務

を上回ったため、「前払

年金費用」として投資そ

の他の資産に計上してい

ます。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 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

います。

同左 同左

５ その他中間財務諸

表(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

 消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっています。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 信託財産の会計処理の

方法

  信託銀行から送付され

てくる決算報告書に基づ

き、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘

定として処理し、損益計

算書項目は営業外収益及

び営業外費用に含めて処

理しています。また収益

及び費用の認識基準は発

生基準によっています。

  なお、信託建物(附属

設備を除く)の減価償却

の方法については、定額

法を採用しています。

(2) 信託財産の会計処理の

方法

同左

(2) 信託財産の会計処理の

方法

  信託銀行から送付され

てくる決算報告書に基づ

き、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘

定として処理し、損益計

算書項目は営業外収益の

「不動産信託受益権収

入」勘定及び営業外費用

の「雑支出」に含めて処

理しています。また収益

及び費用の認識基準は発

生基準によっています。

  なお、信託建物(附属

設備を除く)の減価償却

の方法については、定額

法を採用しています。



次へ 

会計方針の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

  当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号

平成17年12月９日)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

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日)を適用しています。

  これまでの資本の部の合計に相

当する金額は56,018百万円です。

  なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しています。

――――― (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」(企業会計基準第５号 平

成17年12月９日)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

基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しています。

  これまでの資本の部の合計に相

当する金額は57,987百万円です。

  なお、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の財務諸表等規則により作成

しています。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

   

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

44,488百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

45,220百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

44,078百万円

※２ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺して、流動負債の「そ

の他」に含めて表示していま

す。

※２ 消費税等の取扱い

同左

※２    ―――――

 ３ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当中間会計期間末における特

定融資枠契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりです。

特定融資枠契約 
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

 ３ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当中間会計期間末における特

定融資枠契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりです。

特定融資枠契約
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

 ３ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と

特定融資枠契約を締結していま

す。

   当事業年度末における特定融

資枠契約に係る借入未実行残高

等は次のとおりです。

特定融資枠契約 
の総額

5,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 5,000

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理していま

す。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が、中間会計期間

末日残高に含まれています。

受取手形 669百万円
 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理していま

す。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が、中間会計期間

末日残高に含まれています。

受取手形 516百万円
 

※４ 事業年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日を

もって決済処理しています。

   なお、当事業年度末日が金融

機関の休日であったため、次の

満期手形が、当事業年度末日残

高に含まれています。

受取手形 890百万円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 1百万円

不動産信託 
受益権収入

47

 

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 6百万円

不動産信託
受益権収入

48

 

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 7百万円

不動産信託
受益権収入

96

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 0百万円

売上割引 143
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 0百万円

売上割引 156
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 0百万円

売上割引 302

 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 1,268百万円

無形固定資産 4

計 1,273
 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 1,495百万円

無形固定資産 4

計 1,499
 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 2,736百万円

無形固定資産 8

計 2,745

 ４ 当中間会計期間における税金

費用については、簡便法により

計算しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及び事

業税」に含めて表示していま

す。

 ４     同左  ４    ―――――



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買取りによる増加   874株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買増請求による減少  77株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買取りによる増加   721株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買増請求による減少  97株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,586株 

  減少数の内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買増請求による減少  218株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,706,428 874 77 1,707,225

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,707,796 721 97 1,708,420

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,706,428 1,586 218 1,707,796



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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

 (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

中間期末残高相当額

１ 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

 (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

中間期末残高相当額

１ 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

 (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)

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(工具器
具及び備
品)

192 64 128

 

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間
期末残高
相当額 

(百万円)

その他 
(工具器
具及び備
品)

192 104 87

 

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)

その他
(工具器
具及び備
品)

192 84 108

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定していま

す。

同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しています。

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 66百万円

 １年超 28

 合計 95

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年内 21百万円

 １年超 7

 合計 28

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 51百万円

１年超 10

合計 62

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しています。

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ています。

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 31百万円

減価償却費 
相当額

20

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 33百万円

減価償却費
相当額

20

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 63百万円

減価償却費
相当額

40

 (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定額法によ

っています。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 0百万円

 １年超 2

 合計 3

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 １年内 0百万円

 １年超 1

 合計 2

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2

合計 3



(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 事業分離の概要 

当社は、独立した経営責任のもと、迅速かつ柔軟な経営判断を行うことにより、グループ全体の活性

化と競争力の強化を図ることを目的として、平成18年７月31日開催の当社取締役会で承認されました分

割計画書に基づき、平成18年10日２日付で、当社花巻工場（配電盤関連事業）を東北日東工業株式会社

に承継させる会社分割を実施しています。 

会社分割の法的形式は、当社を新設分割会社とし、東北日東工業株式会社を新設分割設立会社とする

新設分割であり、新設分割設立会社が発行する株式（普通株式1,000株）は全て当社に割り当てていま

す。 

  

２ 実施した会計処理の概要 

  (1) 移転損益は認識していません。  

  (2) 受取対価の種類    株式(普通株式)  

  (3) 移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額  

(単位:百万円) 

 
 なお、新設分割会社から新設分割設立会社に承継する負債はありません。 

  

３ 当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 
(単位:百万円) 

 
  

流動資産 657
純資産 836

固定資産 179

合計 836 合計 836

売上高 730

営業利益 20



(１株当たり情報) 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間(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いません。 

  

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり中間(当期)純利益金額 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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 1,300円26銭 １株当たり純資産額 1,360円37銭 １株当たり純資産額 1,345円97銭

１株当たり中間純利益 
金額

55円03銭
１株当たり中間純利益
金額

35円42銭
１株当たり当期純利益 
金額

118円02銭

項目
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 56,018百万円 58,606百万円 57,987百万円

純資産の部の合計額から控除する
金額

― ― ―

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額

56,018百万円 58,606百万円 57,987百万円

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末(期末)の普通株式
の数

43,082千株 43,081千株 43,082千株

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 2,370百万円 1,525百万円 5,084百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益 2,370百万円 1,525百万円 5,084百万円

普通株式の期中平均株式数 43,082千株 43,081千株 43,082千株



前へ 

(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 当社は、独立した経営責任のも

と、迅速かつ柔軟な経営判断を行う

ことにより、グループ全体の活性化

と競争力の強化を図ることを目的と

して、平成18年７月31日開催の当社

取締役会の決議に基づき、平成18年

10月２日付で、当社花巻工場(配電盤

関連事業)を東北日東工業株式会社に

承継させる会社分割を実施していま

す。

(1) 会社分割の法的形式

 当社を新設分割会社とし、東北

日東工業株式会社を新設分割設立

会社とする新設分割であり、新設

分割設立会社が発行する株式(普通

株式1,000株)は全て当社に割り当

てています。

(2) 実施した会計処理

 ① 移転損益を認識していませ

ん。

 ② 受取対価の種類

   株式(普通株式)

 ③ 移転した事業に係る資産及び

負債の帳簿価額

(単位：百万円)

流動資産 657 純資産 836

固定資産 179

合計 836 合計 836

 なお、新設分割会社から新設分割

設立会社に承継する負債はありませ

ん。

 

１ 当社は、平成19年12月10日開催

の臨時取締役会において、タイ王

国アユタヤ県に当社全額出資の海

外子会社の設立を決議していま

す。

(1) 設立の趣旨

 おもに配分電盤に使用される機

器類のコスト競争力強化と、東南

アジア市場への事業展開を企図

し、同国に機器類を生産する現地

法人を設立することとしました。

(2) 設立する子会社の概要

商号 未定

所在地 タイ王国アユタヤ県

設立時期 平成20年３月（予定）

操業時期 平成21年４月（予定）

資本金 約13億円(４億バーツ)

（予定）

出資比率 当社100％

事業内容 機器類の製造販売

従業員数 平成23年度 約160名

生産高 平成23年度 約20億円

敷地面積 約52,000㎡

(3) 今後の見通し

 当該子会社設立にともなう当社

の平成20年３月期の業績予想に変

更はありません。

２ 当社は、資本効率の向上と経営

環境に応じた機動的な資本政策の

遂行を可能とするため、平成19年

12月25日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定

により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株

式を取得することを決議していま

す。

 （取得の内容）

(1) 取得する株式の種類

  当社普通株式

(2) 取得する株式の総数

  30万株(上限) 

 （発行済株式総数に対する 

  割合 0.7%）

(3) 株式の取得価額の総額

  4.5億円(上限)

(4) 取得する期間

  平成19年12月26日(水)から 

  平成20年１月29日(火)まで

―――――



(2) 【その他】 

① 当中間会計期間末後、半期報告書提出日までに第60期の財政状態及び経営成績に重要な影響を与え

る事実は発生していません。 

② 当中間会計期間中に営業その他に関し重要な訴訟事件等はありません。 

③ 平成19年11月14日開催の取締役会において、平成19年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を次のとおり行う旨決議しました。 

 
  

  

中間配当金総額 775百万円

１株当たりの中間配当金 18円

支払請求権の効力発生日 
及び支払開始日

平成19年11月30日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

 
  

  

  

 

 

 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第59期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月29日
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

日東工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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
ている日東工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間
(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、
中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間
監査を行った。この中間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中間
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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
うような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。中間監査は分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査
の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日東工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日
をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ
ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月２日付で、同社花巻工場(配電盤関連事業)

を、東北日東工業株式会社に承継させる会社分割を実施している。 
  
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 

  

 

作 成 日 平成18年12月22日

事務所所在地 名古屋市中村区名駅五丁目４番14号

監査法人の名称 栄監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口     滋  ㊞

業務執行社員 公認会計士  玉  置  浩  一  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しています。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

日東工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間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

場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような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。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、日東工業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年12月10日開催の臨時取締役会において海外子

会社の設立を決議し、また、平成19年12月25日開催の取締役会において会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議している。 

  

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 

 

作 成 日 平成19年12月25日

事務所所在地 名古屋市中村区名駅五丁目４番14号

監査法人の名称 栄監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口     滋  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  玉  置  浩  一  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しています。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

日東工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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

ている日東工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日東工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年10月２日付で、同社花巻工場(配電盤関連事業)

を、東北日東工業株式会社に承継させる会社分割を実施している。 

  

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 

  

 

作 成 日 平成18年12月22日

事務所所在地 名古屋市中村区名駅五丁目４番14号

監査法人の名称 栄監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口     滋  ㊞

業務執行社員 公認会計士  玉  置  浩  一  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しています。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

日東工業株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第60期事業年度の中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、日東工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年12月10日開催の臨時取締役会において海外子

会社の設立を決議し、また、平成19年12月25日開催の取締役会において会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議している。 

  

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 

  

  

 

作 成 日 平成19年12月25日

事務所所在地 名古屋市中村区名駅五丁目４番14号

監査法人の名称 栄監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口     滋  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  玉  置  浩  一  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しています。
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