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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

　

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 45,049 49,659 54,897 61,336 63,478

経常利益 〃 4,417 5,700 8,078 9,094 6,776

当期純利益 〃 2,279 3,042 4,746 5,151 3,735

純資産額 〃 49,409 50,957 55,331 59,132 60,032

総資産額 〃 56,575 58,639 65,570 71,231 70,902

１株当たり純資産額 (円) 1,130.041,182.761,282.881,360.771,399.99

１株当たり
当期純利益金額

〃 50.29 68.84 108.76 119.58 86.93

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

〃 ― 68.79 108.75 ― ―

自己資本比率 (％) 87.3 86.9 84.4 82.3 83.8

自己資本利益率 〃 4.64 6.06 8.93 9.04 6.33

株価収益率 (倍) 18.15 16.55 20.23 15.81 14.30

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,197 4,887 7,032 5,876 7,475

投資活動による
キャッシュ・フロー

〃 △3,218 △4,534 △4,960 △3,347 △3,541

財務活動による
キャッシュ・フロー

〃 △2,181 △1,582 △1,051 △1,594 △2,367

現金及び現金同等物
の期末残高

〃 6,892 5,662 6,682 7,617 9,183

従業員数
〔外、平均臨時雇用者
数〕

(人)
1,644

〔145〕

1,656

〔163〕

1,722

〔171〕

1,937

〔250〕

2,000

〔227〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　第56期の潜在株式調整後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

いため記載していません。

３　第59期、第60期の潜在株式調整後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

いません。

４　従業員数は、就業人員数を表示しています。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 44,944 49,457 54,662 61,175 58,442

経常利益 〃 4,361 5,633 8,059 8,979 6,199

当期純利益 〃 2,246 3,004 4,732 5,084 3,579

資本金 〃 6,578 6,578 6,578 6,578 6,578

発行済株式総数 (千株) 45,789 44,789 44,789 44,789 44,000

純資産額 (百万円) 48,888 50,398 54,760 57,987 58,607

総資産額 〃 56,067 58,092 64,969 68,750 68,315

１株当たり純資産額 (円) 1,118.131,169.801,269.641,345.971,381.25

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

〃
16.00

(6.00)

22.00

(10.00)

33.00

(13.00)

36.00

(17.00)

36.00

(18.00)

１株当たり当期純利益
金額

〃 49.58 67.99 108.46 118.02 83.29

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

〃 ― 67.93 108.46 ― ―

自己資本比率 (％) 87.2 86.8 84.3 84.3 85.8

自己資本利益率 〃 4.62 6.05 9.00 9.02 6.14

株価収益率 (倍) 18.41 16.75 20.28 16.01 14.92

配当性向 (％) 32.27 32.36 30.43 30.50 43.22

従業員数
〔外、平均臨時雇用者
数〕

(人)
1,627

〔143〕

1,645

〔161〕

1,709

〔170〕

1,711

〔172〕

1,747

〔152〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　平成15年６月27日開催の第55回定時株主総会決議により、旧商法第210条の規定に基づき、自己株式の取得(取

得株式数2,107,300株　株式取得価額総額1,586百万円)を実施するとともに、平成16年２月23日開催の取締役

会決議により、旧商法第212条の規定に基づき自己株式の消却(消却株式数2,000,000株　処分価額総額1,473百

万円)を実施しています。

３　第56期の潜在株式調整後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

いため記載していません。

４　平成16年11月19日開催の取締役会決議により、旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づき、自己株式の取

得(取得株式数865,900株　株式取得価額総額881百万円)を実施するとともに、平成17年２月28日開催の取締役

会決議により、旧商法第212条の規定に基づき自己株式の消却(消却株式数1,000,000株　処分価額総額827百万

円)を実施しています。

５　第59期、第60期の潜在株式調整後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

いません。

６　平成19年12月25日開催の取締役会決議により、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(取得株式数300,000株　株式取得価額総額347百万円)を実施するとと

もに、平成20年１月30日開催の取締役会決議により、同上の規定に基づく自己株式の取得(取得株式数350,000

株　株式取得価額総額424百万円)を実施しています。また、平成20年２月25日開催の取締役会決議により、会社

法第178条の規定に基づく自己株式の消却(消却株式数789,848株　処分価額総額733百万円)を実施していま

す。

７　平成20年３月期の１株当たり配当額36円は、設立60周年記念配当６円を含んでいます。

８　従業員数は、就業人員数を表示しています。
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２ 【沿革】

　

年月 沿革

昭和23年11月 愛知県瀬戸市において資本金100万円にて日東工業株式会社を設立

コンセント、カットアウトスイッチ等の製造販売を開始

昭和26年６月 カバー付ナイフスイッチの製造販売を開始

昭和29年６月 配電函、鉄箱開閉器の製造販売を開始

昭和38年６月 標準分電盤・制御盤の製造販売を開始

昭和38年７月 ホーム分電盤の製造販売を開始

昭和41年１月 キュービクル式高圧受電設備の製造販売を開始

昭和42年５月 名古屋工場(愛知県愛知郡)新設

昭和42年７月 鉄製ボックスの製造販売を開始

昭和44年２月 樹脂製ボックスの製造販売を開始

昭和45年８月 本社を愛知県瀬戸市より現在地の愛知県愛知郡に移転

昭和45年11月 販売会社として日東販売株式会社が営業を開始

昭和49年４月 菊川工場(静岡県菊川市)新設

昭和50年１月 安全ブレーカの製造販売を開始

昭和51年４月 漏電ブレーカの製造販売を開始

昭和51年５月 有限会社長久手サービスを設立(平成８年３月、日東緑化サービス株式会社へ組織変更及び商号変

更)

昭和53年４月 サーキットブレーカの製造販売を開始

昭和54年６月 日東販売株式会社を吸収合併

昭和55年１月 システムラックの製造販売を開始

昭和56年１月 名古屋証券取引所市場第二部に上場

昭和58年３月 浜松工場(静岡県磐田市)新設(現：磐田工場)

昭和59年８月 盤用熱交換器の製造販売を開始

昭和60年７月 地中配線関連機器の製造販売を開始

昭和61年６月 瀬戸日東株式会社を設立(平成６年９月、日東エンジニアリング株式会社へ商号変更)(現：連結子

会社)

昭和62年６月 短絡試験設備新設

昭和63年２月 菊川物流センター(静岡県菊川市)新設

平成２年２月 東京証券取引所市場第二部に上場

平成４年２月 研究開発センター(愛知県愛知郡)新設

平成４年３月 中津川工場(岐阜県中津川市)新設

平成４年６月 佐賀厳木工場(佐賀県唐津市)新設(現：唐津工場)

平成６年９月 東名保険サービス株式会社を設立

平成８年９月 東京証券取引所並びに名古屋証券取引所市場第一部に指定替え

平成９年１月 株式会社キャドテックを設立

平成９年３月 花巻工場(岩手県花巻市)新設(現：東北日東工業株式会社)

平成10年１月 菊川ラボラトリ「試験研究棟」(静岡県菊川市)新設

平成11年３月 栃木野木工場(栃木県下都賀郡)新設

平成13年４月 日東テクノサービス株式会社を設立

平成16年７月 日東工業(嘉興)電機有限公司(中国浙江省)を設立

平成18年４月 日東スタッフ株式会社を設立(当社子会社日東テクノサービス株式会社より会社分割)

平成18年10月 東北日東工業株式会社を設立(当社花巻工場を会社分割)(現：連結子会社)

平成19年２月 株式会社新愛知電機製作所の株式取得、同社を子会社化(現：連結子会社)

平成20年３月 エレット（タイランド）株式会社（タイ王国）を設立

平成20年３月 掛川工場(静岡県掛川市)新設
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３ 【事業の内容】
当社グループは、当社及び子会社10社で構成され「配電盤関連」(配電盤、キャビネット、遮断器・開閉器
及びパーツ・その他各部門)の製造販売を事業の中心とし、さらに各事業に関連する研究、サービス等の事
業活動を展開しています。また、金型等の製造販売及び各種サービスも行っています。
なお、配・分電盤に使用される機器類のコスト競争力強化等を企図し、機器類の生産をおもな事業目的と
した「エレット（タイランド）㈱」を平成20年３月28日にタイ王国に設立(当社100％出資)しています。  
各事業における当社グループ各社の位置付け等は、次のとおりです。
配電盤関連事業 当社が製造販売するほか、一部の製品・部品については東北日東工業㈱、㈱新愛

知電機製作所及び日東工業(嘉興)電機有限公司より仕入れており、また㈱キャド
テックへは配・分電盤、制御盤等の一部の設計・製図を、日東テクノサービス㈱
ヘは当社が販売した製品の据付、改造及び保守並びに電気工事業務等のサービス
をそれぞれ委託するとともに、日東スタッフ㈱より業務請負、労働者派遣等の
サービスを受けています。 
また、㈱新愛知電機製作所も、配電盤関連製品の製造販売を行っており、一部の製
品・部品について当社との直接取引があります。 
なお、エレット（タイランド）㈱は、平成21年４月に計画している操業後は、当社
への製品・部品の供給を予定しています。

金型関連事業 日東エンジニアリング㈱が製造販売をしており、主として当社の金型等の製作及
び保守を行っています。

その他 損害保険代理業務、不動産管理業務等のサービスを行っています。
(東名保険サービス㈱及び日東緑化サービス㈱)

　
(事業系統図)
以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

(連結子会社) 主に金型等を当社へ納入し
ていますが、当社部品の加
工も一部行っています。
役員の兼任等４名(うち当
社従業員３名)
工場建物の一部を当社が賃
貸しています。

日東エンジニアリング株式会社 愛知県愛知郡長久手町 50
金型等の製造販
売

100.0

(連結子会社)
配電盤関連製品を当社へ納
入しています。
役員の兼任等４名(うち当
社従業員１名、出向１名)
工場建物を当社が賃貸して
います。

東北日東工業株式会社 岩手県花巻市 50
電気機械器具並
びに部品の製造

100.0

(非連結子会社)

配・分電盤、制御盤等の設
計・製図を当社より委託し
ています。
役員の兼任等４名(うち当
社従業員２名、出向１名)

株式会社キャドテック 名古屋市千種区 30
配・分電盤、制
御盤等の設計・
製図

100.0

(非連結子会社) 主に当社が販売した製品の
据付、改造及び保守並びに
電気工事業務等を当社より
委託しています。
役員の兼任等５名(うち当
社従業員１名、転籍１名)
工場建物等の一部を当社が
賃貸しています。

日東テクノサービス株式会社 愛知県愛知郡長久手町 20

配・分電盤、制
御盤等の据付、
改造及び保守並
びに電気工事業
務等

100.0

(非連結子会社)
主に送風機械・ファン、冷
却・空調設備、金型及び配
電・開閉・制御設備等を当
社へ納入しています。
役員の兼任等４名(うち当
社従業員１名、出向１名) 

日東工業(嘉興)電機有限公司 中国浙江省嘉善県
1,200

千米ドル

送風機械・ファ
ン、冷却・空調
設備、金型及び
配電・開閉・制
御設備等の製造
販売

100.0

(非連結子会社) 当社製品・部品の加工請負
と当社への労働者派遣を
行っています。
役員の兼任等５名(うち当
社従業員２名、転籍１名) 
工場建物の一部を当社が賃
貸しています。

日東スタッフ株式会社 愛知県愛知郡長久手町 10
業務請負、労働
者派遣等

100.0

(連結子会社)
主に受変電設備並びに盤用
機器類の製造販売を行って
いますが、一部の製品・部
品について当社との直接取
引があります。役員の兼任
等３名（うち転籍１名）

株式会社新愛知電機製作所 愛知県春日井市 240
電気用諸機械器
具の設計、製造、
販売、修理等

53.5

(非連結子会社)

配電盤関連製品を当社へ納
入する予定です。
役員の兼任等５名(うち当
社従業員１名、出向１名)

エレット（タイランド）株式会
社

タイ王国バンコク
200,000

千タイバーツ

電気機械器具並
びに部品の製
造、販売

100.0

(非連結子会社)

その他２社 ― ― ― ― ―

(注) １　特定子会社には該当していません。
２　有価証券届出書又は有価証券報告書は提出していません。
３　「エレット（タイランド）株式会社」は平成20年３月に設立し、平成21年４月操業を計画しており、関係内容
には現時点で予定している取引を記載しています。なお、平成19年12月10日開催の臨時取締役会にて、同社の
資本金は400,000千タイバーツとして決議をしていますが、上記の表には現在の払込済み資本金を記載してい
ます。

４　「その他２社」は100％出資の非連結子会社(東名保険サービス㈱及び日東緑化サービス㈱)ですが、事業規模
も小さく影響も軽微なため記載を省略しています。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

配電盤関連事業
1,986
［226］

金型関連事業
14
［1］

合計
2,000
［227］

(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［　］内に年間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20年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

1,747［152］ 38.6 15.0 5,898,420

(注) １　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［　］内に年間平均人員を外数で記載しています。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

　

(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1,087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。
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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わが国経済は、緩やかな回復基調で推移しましたが、新設住宅着工戸数減少に

伴うマイナス影響や、原油などの一次産品価格の高騰による企業収益の押下げおよび家計の実質購買力

の低下に加え、サブプライム住宅ローン問題の深刻化など、年度末にかけて次第に調整色を強める動きと

なりました。

当業界においては、改正建築基準法施行の影響に加え、企業収益の押下げに伴う建設投資の低迷や、情

報通信分野における設備投資の減少など、慎重な動きが次第に広がり、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開発・

投入するとともに、販売体制の強化や、国内外における展示会への出展および内覧会の開催などを通じ

て、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化の拡大など、作

業効率の向上にも取り組みました。

この結果、当連結会計年度の売上高は634億７千８百万円（前連結会計年度比3.5％増）、営業利益は67

億６千８百万円（同25.5％減）、経常利益は67億７千６百万円（同25.5％減）、当期純利益は37億３千５

百万円（同27.5％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、増大する消費電力を管理し、電源の安定供給と省エネの両立を実現した監視分電盤の投入な

ど、提案型製品の販売強化に努めてきました。市場環境は、新設住宅着工戸数の減少による影響や、情

報通信分野における設備投資が減少基調で推移するなど、厳しい状況が続きましたが、株式会社新愛

知電機製作所の貢献もあり、売上高は301億４千６百万円（前連結会計年度比8.5％増）となりまし

た。

(ロ)キャビネット部門については、屋外用熱対策通信キャビネット「冷キャビ」や、省資源・省施工を

実現した環境にやさしい業界最軽量の「ライトキャビネット」等の新製品の発売およびＰＲ活動に

注力してきましたが、配電盤部門同様に情報通信分野における設備投資の減少基調を受け、売上高は

238億７千１百万円（前連結会計年度比4.3％減）となりました。

(ハ)遮断器・開閉器部門については、ブレーカのモデルチェンジや、積極的な販売活動を展開し、株式

会社新愛知電機製作所の貢献もあり、売上高は47億７千４百万円（前連結会計年度比23.9％増）と

なりました。

(ニ)パーツ・その他部門については、新型ルーバーの発売やモデルチェンジ等を通じて、需要の拡大に

取り組んできましたが、売上高は44億３百万円（前連結会計年度比3.9％減）となりました。 

　

この結果、当事業部門の売上高は631億９千６百万円(前連結会計年度比3.3％増)、営業利益は66億９千

６百万円(同25.8％減)となりました。
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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５億４千万円(前連結会計年度比16.5％減)(うち

外部顧客に対する売上高は２億８千１百万円(同74.4％増))となりました。

　

なお、株式会社新愛知電機製作所については、前連結会計年度に株式取得により連結子会社としていま

すが、売上高等は当連結会計年度より連結の対象としています。

　

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ

 1,566百万円増加の 9,183百万円となりました。なお、当連結会計年度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)

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは 7,475百万円（前連結会計年度

 5,876百万円）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

前当期純利益 6,807百万円の計上に対し、前払年金費用の増加 732百万円、仕入債務の減少 554百万円、

賞与引当金の減少 203百万円、法人税等の支払などによる資金の減少があった一方で、売上債権の減少

 2,323百万円などによる資金の増加があったことにより前連結会計年度に対して 1,599百万円の増加と

なりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは △3,541百万円（前連結会計年度 △

3,347百万円）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 741百万円、投資

有価証券の売却による収入が 3,524百万円あったものの、定期預金の預入による支出 1,420百万円、投資

有価証券の取得による支出 1,302百万円、掛川工場の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 4,399百万円、新しくタイ王国に子会社を設立したことによる支出 655百万円などを

行ったことによるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは △2,367百万円（前連結会計年度 △

1,594百万円）となりました。これは主に配当金の支払いによる支出 1,604百万円、自己株式の取得によ

る支出 773百万円などを行ったことによるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

最近２連結会計年度の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。

　

部門別

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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 27,978 45.2 29,725 46.9

キャビネット 25,153 40.6 23,996 37.9

遮断器・開閉器 3,951 6.4 4,840 7.7

パーツ・その他 4,665 7.5 4,477 7.1

計 61,748 99.7 63,040 99.6

金型関連事業 161 0.3 281 0.4

合計 61,909 100.0 63,322 100.0

(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連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。

　

部門別

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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 27,788 45.3 30,146 47.5

キャビネット 24,953 40.7 23,871 37.6

遮断器・開閉器 3,852 6.3 4,774 7.5

パーツ・その他 4,580 7.4 4,403 7.0

計 61,175 99.7 63,196 99.6

金型関連事業 161 0.3 281 0.4

合計 61,336 100.0 63,478 100.0

(注)　金額には消費税等は含まれていません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループを取り巻く経営環境は、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国経済の減速や、株式

・為替市場の変動、原油価格の動向などから、景気の下振れリスクは高まっており、景気は当面調整局面が

続くものの、その後は改正建築基準法施行の影響が収束していくなか、輸出が増加傾向で推移し、緩やかに

成長していくものと思われます。

このような経営環境の変化のなかで当社グループは、企業の社会的責任の遂行による社会との共生を基

本として、企業価値の最大化を図っていきます。

その基本的な施策は次のとおりです。

１　マーケティング活動強化と事業領域の拡大

２　生産性向上によるコスト競争力の強化

３　コンプライアンスとリスク管理の徹底、および内部統制の確立による会社の信頼性向上

４　人材育成

５　品質向上による製品・サービスに対するお客様満足度の向上

６　海外事業の推進　

　

４ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連

結会計年度末（平成20年３月31日）時点において当社グループが判断したものです。当社グループは、これ

らのリスクを認識したうえで、発生の回避および発生したときの対応に万全を尽くします。

(1) 事業環境について

当社グループの製品は電設電材、ＦＡ制御、情報通信の各分野に供給されていますが、国内設備投資動

向に関連するものが多く、最終的には国内景気の動向および経済情勢の影響を受けます。また、当社グ

ループは鉄、ステンレス、樹脂材料、伸銅品などの各種素材を使用した製品の製造を行っていますが、国際

商品市場の影響等による原材料価格の上昇圧力から、仕入価格が上昇するリスクがあります。このため、

当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 品質問題について

当社グループが生産している製品については、厳重な品質管理体制のもと出荷しています。事故発生の

場合は万全のサービスによる迅速な対応を行う管理体制を構築していますが、製造物責任問題発生によ

る社会的評価、企業イメージ低下の可能性があり、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及

ぼす可能性があります。

　

(3) 知的財産について

当社グループは多くの知的財産権を保有し、維持・管理しています。しかし、第三者から無効とされる

可能性、模倣される可能性もあり、知的財産権の保護が大きく損なわれた場合は、当社グループの業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。
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(4) 環境問題について

当社グループの事業は、鈑金、塗装等の工程を有しているため、環境法規制の適用を受けています。事業

活動においてこれらを遵守することは勿論のことですが、顧客からの環境負荷物質使用制限の履行など

により多額の費用を負担する可能性があります。

　

(5) その他リスク

自然災害等による販売および生産への影響を最小限に抑えるため、データ管理の二重化、設備の耐震対

策、発生時の対策ルール制定等の管理体制の構築を進めていますが、当社グループの主力工場である名古

屋および菊川工場は、今後発生が予想される東海および東南海地震の被災の可能性が高い地域にありま

す。このため当地震発生により当社グループの設備等が被災した場合、生産、受注および物流機能等に大

きな影響を与え、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６ 【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」を事業の中心として「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。

当連結会計年度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。

当連結会計年度の研究開発費は15億４千７百万円で、当連結会計年度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」の機種充実とし

て、電力計測機能を付加した製品を中心に開発を行いました。さらに「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）」のシリーズに電力計測機能を追加するこ

とにより、主幹の使用電力・電流量などを把握して環境活動を推進できる製品を開発するとともに、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。また、当製品は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、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り上げ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、軽量・省施工の薄板材料を使用した壁掛形ライトキャビネットやＦＫラック

シリーズを製品化しました。また、ＦＡ制御向けでは生産ラインのネットワーク機器収納用のＩ／Ｏ用

キャビネットや端子付きボックスを発売するとともに、自立キャビネットシリーズの機種及びオプショ

ンの充実、準標準色の追加を行いシリーズ強化をしました。

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、さらに、環境にやさしい植物由来の樹脂を採用した通信用プラボッ

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、耐震性と熱対策を備えたサーバー収納

ラック「ＦＳＳＴ」を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。
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(3) 遮断器・開閉器部門

遮断器・開閉器部門は、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、プラグインシリーズ「ｉシリーズ」の強化として、多様化する電気設備に対

する電源の安定供給および省エネルギーへの要求に応えるため、過負荷保護に加え、電流監視機能を備え

たプラグインスリムブレーカシリーズを製品化しました。

電子応用製品では、省エネ・省力化を支援するデマンド監視制御システム「セーバキャストシリー

ズ」の強化として、表示付電力計測ユニット「エネメータ」を製品化しました。

　

(4) パーツ・その他部門

熱関連機器では、ＦＡ制御・情報通信向けキャビネットの熱対策として、ノンフロン・ノンドレンが好

評の電子クーラ「ペルクール」に高容量タイプを機種増加してペルクールシリーズの充実を行ないまし

た。また、ルーバーシリーズとしては、従来の丸形ルーバーの形状に合わせた丸形換気扇の新規開発によ

り換気扇付丸型ルーバーを発売しました。

キャビネット用パーツでは、キャビネットの操作用小扉としての「ドアユニット」、キャビネット内に

各種計器類を取付ける場合に便利な「メータパネル」を機種増加しました。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(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、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成しています。この連結財務諸表の作成にあたり、棚卸資産、有価証券、有形・無形固定資産、各引当金

等の計上に関しては、一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠した当社グループ会計方針およ

び見積り基準に基づき計上しています。

　

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

改正建築基準法施行の影響や建設投資の低迷等、当業界は厳しい状況で推移しましたが、積極的な販売

政策により新市場の開拓と既存市場の深耕に努めました。また、前連結会計年度に株式取得により連結子

会社化した株式会社新愛知電機製作所の売上高等を当連結会計年度より連結の対象としたこともあり、

売上高は、前連結会計年度と比べ3.5%増収の634億７千８百万円となり、５期連続の増収とあわせて当社

グループでの過去最高の売上高となりました。

売上原価、販売費及び一般管理費については、全社的に合理化・効率化を進め、経費削減を図りました

が、原材料価格の上昇圧力が強く、加えて、将来に向けた積極的な設備投資により減価償却費負担が重く

なり、また、新商品開発等の研究開発活動も引き続き活発に実施したため、変動費、固定費ともに増加しま

した。この結果、営業利益は、売上高が増加したものの、前連結会計年度に比べ25.5％減益の67億６千８百

万円となりました。

営業外損益に大きな変化は無く、経常利益は、営業利益と同様の理由により、前連結会計年度に比べ

25.5％減益の67億７千６百万円となりました。

特別損益は、生産設備更新のための機械設備等の固定資産除売却損が発生する一方、投資有価証券売却

益が計上されました。税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に比べ23.5％減益の68億７百万円とな

りました。

最終の当期純利益は、結果として前連結会計年度に比べ27.5%減益の37億３千５百万円となりました。

なお、当連結会計年度より少数株主利益を新たに計上しています。また１株当たり当期純利益は、自己株

式の消却を行いましたが、利益の減少により前連結会計年度の119円58銭から86円93銭に減少しました。
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(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして74億７千５百万

円を計上しています。また投資活動によるキャッシュ・フローとして35億４千１百万円、財務活動による

キャッシュ・フローとして23億６千７百万円を使用することにより、当連結会計年度末の現金及び現金

同等物の期末残高は、前連結会計年度末の76億１千７百万円から15億６千６百万円増加し91億８千３百

万円となりました。

当社グループの資金需要のうち主なものは、部材購入費、人件費および新製品ならびに合理化・省力化

用の設備投資などにかかるものです。また、市場優位の確保のための研究開発投資についても、積極的に

行っていくこととしています。

当社グループの運転資金および設備資金については全額自己資金を充当しています。当連結会計年度

においては、継続的に行っている生産設備の合理化・更新や新製品の生産対応に加えて、掛川新工場建設

費用とタイ王国に生産現法を設立する投資の支出があり、キャッシュ・フローが減少する主な要因と

なっていますが、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことにより、現金及び現金同等物の期末

残高は増加しました。また、今後も掛川新工場の生産設備、既存設備の更新等の投資を予定していますが、

運転資金、設備資金および研究開発投資資金については、従来と同様に財務内容および営業キャッシュ・

フロー等により全額自己資金を充当することとしています。

　

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループを取り巻く経営環境は、公共投資および設備投資動向により変動し、価格競争は厳しい状

況にあり、主要な原材料のさらなる価格上昇圧力も懸念されます。

これらの状況を踏まえて当社グループとしては、スペックイン活動および新規ユーザー開拓による

マーケティング活動の強化と事業領域の拡大、生産性向上および調達コスト削減によるコスト競争力の

強化、海外調達および海外生産等の海外事業の推進を行っていきます。また、安全・安心な、より高い品質

の製品・サービスの提供と、海外市場開拓も視野に含めた新製品の開発等を通じて、更なる標準品市場の

拡大と、標準品メーカーとしての確固たる地位を確立していきます。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)は「配電盤関連」の製造販売を事業の中心としており、設備投資も

大半が当該分野で5,058百万円となりました。

当連結会計年度に完成した主要な設備としては、掛川工場建物1,915百万円、名古屋工場機器生産設備459

百万円、中津川工場金属加工設備436百万円等であり、他は主に合理化・省力化、新製品関連投資となりまし

た。

なお、所要資金は全額自己資金を充当しています。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりです。

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

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(百万円)

従業員数
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

本社・
名古屋工場
(愛知県愛知郡
長久手町)

配電盤
関連事業

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

2,531 2,445
580
(79)
〔8〕

590 6,147
592
(71)

菊川工場
(静岡県菊川市)

配電盤
関連事業

配 電 盤 、
キャビネッ
ト等生産設
備

1,847 2,203
559
(180)
〔2〕

157 4,768
342
(28)

磐田工場
(静岡県磐田市)

配電盤
関連事業

配 電 盤 、
キャビネッ
ト、パーツ
・その他等
生産設備

787 597
734
(50)

627 2,745
113
(17)

中津川工場
(岐阜県中津川
市)

配電盤
関連事業

配電盤等生
産設備

679 1,095
536
(42)

102 2,414
107
(3)

唐津工場
(佐賀県唐津市)

配電盤
関連事業

配電盤等生
産設備

867 624
707
(107)

23 2,223
73
(6)

栃木野木工場
(栃木県下都賀
郡野木町)

配電盤
関連事業

キャビネッ
ト等生産設
備

1,081 467
1,870
(43)

46 3,465
70
(11)

花巻工場
(岩手県花巻市)

配電盤
関連事業

配電盤等生
産設備

645 0
949
(63)

3 1,598 ─

掛川工場
(静岡県掛川市)

― ― 2,134 ―
2,169
(68)

245 4,549 ─

(注) １　〔　〕内は賃借中の設備(土地)の面積であり、外書しています。

２　本社・名古屋工場及び菊川工場の建物の一部(面積０千㎡)を非連結子会社(４社)へ賃貸しています。

３　平成18年10月２日をもって当社花巻工場の事業は、会社分割により当社子会社東北日東工業㈱へ承継されてい

ますが、建物及び構築物、土地は当社所有としています。

４　掛川工場は12月稼動予定です。

５　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品及び建設仮勘定の合計です。

６　従業員数の(　)は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書しています。

７　上記の他、リース契約による主な賃借設備は下記のとおりです。

平成20年３月31日現在

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 台数 リース期間
年間リース料
(百万円)

リース契約
残高
(百万円)

本社・
名古屋工場
(愛知県愛知郡
長久手町)

配電盤
関連事業

ホストコン
ピュータ及
び付属装置

１セット ５年間 72 338
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(2) 国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名
(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(百万円)

従業員数
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

日東エンジニア
リング㈱
(愛知県愛知郡
長久手町)

金型
関連事業

金型等生産
設備

─ 30 ─ 2 33
14
(1)

東北日東工業㈱
(岩手県花巻市)

配電盤
関連事業

配電盤等生
産設備

─ 263 ─ 5 269
67
(11)

㈱新愛知電機製
作所
(愛知県春日井
市)

配電盤
関連事業

配電盤等生
産設備

33 36 ─ 11 81
172
(63)

(注) １　東北日東工業㈱の設備については、上記以外に建物及び構築物441百万円(7千㎡)、土地916百万円(61千㎡)を提

出会社から賃借しています。

２　帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計です。

３　従業員数の(　)は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書しています。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

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」の製造販売を事業の中心と

しており、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。

当連結会計年度末現在における配電盤関連事業の重要な設備の新設、改修等の計画は次のとおりです。

　

事業所名 所在地 設備の内容
投資予定額(百万円) 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
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

345 ― 平成20年4月 平成21年3月

〃
菊川工場

静岡県菊川市
配電盤、キャビネット等
生産設備

245 ― 平成20年4月 平成21年3月

〃
磐田工場

静岡県磐田市
配電盤、キャビネット、
パーツ・その他等生産設
備

280 ― 平成20年4月 平成21年3月

〃
中津川工場

岐阜県中津川市 配電盤等生産設備 410 ― 平成20年4月 平成21年3月

〃
野木工場

栃木県下都賀郡野木
町

キャビネット等生産設備 130 ― 平成20年4月 平成21年3月

〃
掛川工場

静岡県掛川市 キャビネット等生産設備 1,490 116平成19年9月 平成20年11月

計 ― ― 2,900 116 ― ―

(注) １　上記設備計画に伴う今後の所要資金2,783百万円は全額自己資金により賄う予定です。

２　生産設備の合理化・更新、新製品の生産対応の投資が主体のため、完成後の生産能力はほとんど変りません。

３　経常的な設備更新による除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。

４　金額には消費税等は含まれていません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,203,000

計 96,203,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月30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 44,000,00044,000,000

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 44,000,00044,000,000― ―

　

(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、資本金等の推移】

　

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16年２月23日 △2,000 45,789 ― 6,578 ― 6,986

平成17年２月28日 △1,000 44,789 ― 6,578 ― 6,986

平成20年３月10日 △789 44,000 ― 6,578 ― 6,986

(注)　自己株式の消却による減少です。
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(5) 【所有者別状況】

平成20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
金融商品
取引業者

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)

― 43 29 313 114 3 6,0126,514 ―

所有株式数
(単元)

― 138,2283,324124,12624,287 30 149,451439,44655,400

所有株式数
の割合(％)

― 31.45 0.76 28.24 5.53 0.01 34.01100.00 ―

(注) １　自己株式1,568,885株は、「個人その他」に15,688単元および「単元未満株式の状況」に85株含めて記載して

います。

２　証券保管振替機構名義の株式220株は、「その他の法人」に２単元および「単元未満株式の状況」に　20株含め

て記載しています。

　

(6) 【大株主の状況】

平成20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(％)

名東興産株式会社 愛知県瀬戸市東横山町75 6,778 15.41

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 1,949 4.43

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 4.38

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 3.61

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 1,300 2.96

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 1,084 2.47

有限会社伸和興産 愛知県瀬戸市東横山町100 1,042 2.37

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 2.27

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 1.99

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１―２―１ 842 1.91

計 ― 18,386 41.79

(注)　当社は自己株式1,568千株(3.57％)を所有していますが、上記の大株主から除いています。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20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)
(自己保有株式)
普通株式

1,568,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

42,375,800
423,758 ―

単元未満株式
普通株式

55,400
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 44,000,000― ―

総株主の議決権 ― 423,758 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」および「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)および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85株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

平成20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(％)

(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

1,568,800 ─ 1,568,800 3.57

計 ― 1,568,800 ─ 1,568,800 3.57

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

有価証券報告書

21/90



２ 【自己株式の取得等の状況】

　
【株式の種類等】 会社法第155条第３号および第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成19年12月25日)での決議状況
(取得期間　平成19年12月26日～平成20年１月29日)

300,000 450,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 300,000 347,211

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 102,788

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― 22.8

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― 22.8

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成20年１月30日)での決議状況
(取得期間　平成20年１月31日～平成20年２月22日)

350,000 500,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 350,000 424,613

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 75,386

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― 15.1

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― 15.1

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 1,343 2,088

当期間における取得自己株式 147 169

(注)　「当期間における取得自己株式」欄には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めていません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 789,848 733,711 ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の買増請求に
よる売却)

406 566 3 3

保有自己株式数 1,568,885 ― 1,569,029 ―

(注) １　当期間における「その他」欄には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請

求による株式数は含めていません。

２　当期間における「保有自己株式数」欄には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り及び買増請求による株式数は含めていません。

　

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけています。剰余金の配当

については、株主の皆様への安定的な配当を維持することを基本に、業績および連結配当性向30％を目標に

総合的に勘案して実施していきます。さらに、自己株式の取得・消却など資本効率向上のための諸施策を必

要に応じ実施し、株主の皆様にお応えしていく所存です。配当の回数については従来どおり中間配当および

期末配当の年２回行う予定です。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会と

なります。

当事業年度の配当金については、中間配当金として１株当たり18円、期末配当金として１株当たり18円

（うち設立60周年記念配当金６円）とし、年間配当金36円を実施します。この結果、当事業年度の連結配当

性向は41.4％、自己資本当期純利益率は6.3％、純資産配当率は2.6％となります。

内部留保金については、当社業界の市場競争の一層の激化に対応した販売体制の強化、事業拡大への研究

開発、生産設備の増強・充実など、経営体質強化、将来の業績向上のために投資することとしています。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めています。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

　

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成19年11月14日　取締役会決議 775 18

平成20年６月27日　定時株主総会決議 763 18
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 945 1,146 2,285 2,450 1,938

最低(円) 577 823 1,050 1,745 993

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場です。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 1,788 1,727 1,367 1,213 1,275 1,268

最低(円) 1,512 1,208 1,153 993 1,151 1,000

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場です。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役会長
ＣＥＯ

代表取締役 加　藤　時　夫 昭和28年６月10日生

昭和57年４月 当社入社

(注)２ 17

昭和62年７月 経理部長

昭和62年８月 取締役

平成４年３月 生産本部副本部長兼名古屋工場長

平成10年７月 営業本部副本部長

平成15年６月 常務取締役

管理本部副本部長

平成17年６月 取締役社長

平成20年６月 取締役会長(現任)

取締役社長
ＣＯＯ

代表取締役 山　本　博　夫 昭和22年５月14日生

昭和45年４月 当社入社

(注)２ 26

平成３年３月 ボックス商品部長

平成４年３月 盤部品事業部長

平成５年９月 菊川工場長

平成９年６月 取締役

平成11年10月 機材事業部長

平成17年３月 生産本部副本部長

平成17年６月 常務取締役

生産本部長

配電盤事業部長

平成18年４月 日東スタッフ株式会社代表取締役

平成18年10月 東北日東工業株式会社代表取締役

平成19年６月 当社専務取締役

管理本部、営業本部、生産本部管掌

日東工業(嘉興)電機有限公司董事

長

平成20年６月 取締役社長(現任)

取締役
副社長

大　葉　正　之 昭和19年９月５日生

昭和42年４月 当社入社

(注)２ 45

平成元年６月 機器商品部長

平成４年３月 機器事業部長

平成５年６月 取締役

平成11年６月 常務取締役

技術本部長

平成15年６月 専務取締役

平成17年６月 取締役副社長(現任)

技術本部管掌

平成20年３月 海外事業本部管掌

専務取締役

管理本部長
兼環境安全
室、経営企画
室担当

永　草　基　己 昭和23年１月17日生

昭和45年４月 当社入社

(注)２ 20

平成４年３月 生産本部部長

平成７年３月 システムラック商品部長

平成11年６月 栃木野木工場長

平成14年３月 経営企画室長

平成15年３月 経営企画室長兼総務人事部長

平成15年６月 取締役

平成16年６月 日東緑化サービス株式会社代表取

締役(現任)

平成17年６月 当社管理本部長(現任)

東名保険サービス株式会社代表取

締役(現任)

平成18年６月 当社常務取締役

平成19年６月 日東スタッフ株式会社代表取締役

(現任)

平成20年６月 当社専務取締役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

生産本部長

兼品質保証

室担当

丹　羽　鈴　雄 昭和22年６月10日生

昭和47年４月 当社入社

(注)２ 29

平成５年９月 佐賀厳木工場長

平成８年３月 配電盤開発部長

平成11年10月 配電盤事業部長

平成13年６月 取締役

平成16年６月 株式会社キャドテック代表取締役

平成17年６月 当社技術本部長

平成18年６月 常務取締役(現任)

平成19年６月 生産本部長(現任)

日東テクノサービス株式会社代表

取締役(現任)

常務取締役 営業本部長 加　藤　幸　一 昭和24年５月13日生

昭和47年４月 当社入社

(注)２ 10

平成６年３月 西部営業部長

平成11年10月 開発営業部長

平成15年６月 取締役

営業本部副本部長

平成17年６月 営業本部長(現任)

平成18年６月 常務取締役(現任)

常務取締役
海外事業
本部長

竹　内　正　友 昭和23年２月18日生

昭和45年４月 当社入社

(注)２ 10

平成４年３月 浜松プラスチック商品部長兼浜松

工場長

平成９年３月 菊川工場長

平成11年10月 物流部長

平成15年３月 販売企画室長

平成15年６月 取締役

営業本部副本部長

平成20年３月 海外事業本部長(現任)

平成20年６月 常務取締役(現任)

日東エンジニアリング株式会社代

表取締役(現任)

日東工業(嘉興)電機有限公司董事

長(現任)

取締役
営業本部
副本部長

森　川　和　昭 昭和25年12月23日生

昭和48年４月 当社入社

(注)２ 10

平成10年３月 首都圏営業部担当部長

平成11年10月 首都圏営業部長

平成14年３月 東京支店長

平成16年３月 資材部長

平成17年６月 取締役(現任)

平成17年10月 配電盤事業部長

平成19年３月 営業本部副本部長(現任)

取締役
機材事業
部長兼
菊川工場長

松　下　隆　行 昭和25年10月３日生

昭和48年４月 当社入社

(注)２ 12

平成８年３月 浜松工場長

平成14年３月 栃木野木工場長

平成17年３月 機材事業部長(現任)

菊川工場長

平成17年６月 取締役(現任)

監査役 常勤 坂　田　　　修 昭和24年10月27日生

昭和48年４月 当社入社

(注)３ 2
平成13年３月 経理部担当部長

平成14年３月 経理部長

平成20年６月 監査役(現任)

監査役 非常勤 鮎　澤　多　俊 昭和22年３月８日生

昭和50年４月 弁護士登録

(注)３ 3
昭和54年１月 東大手法律事務所設立、同所長

(現任)

平成５年６月 当社監査役(現任)

監査役 非常勤 青　木　弘　雄 昭和19年１月15日生

昭和42年３月 アイホン株式会社入社

(注)３ 1

昭和62年５月 同社取締役

平成６年６月 同社常務取締役

平成９年４月 同社管理本部長

平成16年６月 当社監査役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

監査役 非常勤 原　田　　　稔 昭和18年３月20日生

昭和42年４月 荒川車体工業株式会社入社

(注)３ 0

平成元年４月 アラコ株式会社車両設計室長

平成９年６月 同社取締役

平成12年６月 同社常務取締役

平成16年10月 トヨタ車体株式会社常務取締役

平成17年６月 同社専務取締役

平成18年６月 当社監査役(現任)

計 190

　
(注) １　監査役　鮎澤多俊、青木弘雄および原田　稔は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」です。

２　取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の
時までです。

３　監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の
時までです。

４　所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　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、継続的な企業価値の向上を目指すなかで、企業倫理に基づき、健全でかつ透明性が高く、経営環

境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築し、コーポレート・ガバ

ナンスの充実を図ってまいります。

　

(1) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

(会社の機関の基本説明)

当社は、監査役制度を採用しており、監査役による取締役の業務遂行の監査を実施しています。４

名の監査役のうち３名が社外監査役です。

(会社の機関の内容)

　

　

(取締役会)

当社の取締役会は、取締役９名(提出日現在)で構成されており、監査役４名も出席しています。経

営責任を明確にするため取締役の任期は１年としています。

(経営会議)

経営上の重要事項を審議し、業務執行を効率的に進めるために、役付取締役全員および常勤監査役

１名をメンバーとする「経営会議」を設置しています。
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(監査室)

経営の健全化を高めるため業務部門から独立した「監査室(構成員３名)」を設け、法令および社

内規定の遵守状況、ならびに業務の効率性等について検証・評価および改善指示を行っています。監

査結果については社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、常勤監査役

と月１回業務監査内容について意見交換を行っています。

(監査法人、顧問弁護士)

会計監査については、栄監査法人との間で監査契約を締結し、期中および期末に会計監査を受けて

おり、監査役とも定例的および都度に会合を持ち、報告を受け意見交換を行っています。第60期(平成

20年３月期)における監査の体制は以下のとおりです。

監査業務を執行している公認会計士の氏名および継続監査年数

業務執行社員　田口　滋(19年)、玉置浩一(５年)

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　４名

また、顧問弁護士については、弁護士鮎澤多俊氏と顧問契約を締結し、法律問題が生じた際には必

要に応じてアドバイスを受けています。

(法令遵守)

コンプライアンス活動として「企業倫理綱領」を制定し、基本方針のもとに行動基準を定めた冊

子を配布するとともに、教育を通じて、コンプライアンス精神および企業倫理の徹底を図っていま

す。また、企業倫理綱領に関する質問・疑問や社内通報制度の相談窓口としてヘルプラインを設けて

います。

(会社と社外監査役および監査法人との取引等の利害関係の概要)

当社と社外監査役とに取引等の関係はありません。また、監査法人およびその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関係はありません。

　

(2) リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制の一層の強化を図るため内部統制委員会を設置し、平時においては経営リスク管理規

定に従いリスクの軽減等に取り組むとともに、有事においては緊急時対応要領により対応します。

　

(3) 役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額 ９名　257百万円

監査役の年間報酬総額 ４名 　37百万円(うち社外監査役３名　16百万円)

なお、報酬額には当連結会計年度に係る役員賞与50百万円を含んでいます。また、上記支給人員および

支給総額には、平成20年６月開催の定時株主総会において任期満了により退任した監査役（１名）を含

んでいます。

　

(4) 監査報酬の内容

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

　　23百万円（うち連結子会社１百万円）

なお、上記以外の業務に基づく報酬の支払はありません。

　

(5) 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めています。
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(6) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席することを要し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。

　

(7) 自己株式の取得の決定機関

当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにす

るため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取

得することができる旨定款に定めています。

　

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款に定めています。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものです。
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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います。

なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しています。

　

(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います。

なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成19年４日１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の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、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、栄監査法

人により監査を受けています。
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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19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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 4,549 5,494

　２　受取手形及び売掛金 ※７ 16,913 14,589

　３　有価証券 4,596 5,298

　４　たな卸資産 5,588 5,504

　５　繰延税金資産 963 849

　６　その他 407 665

　７　貸倒引当金 △279 △210

　　　流動資産合計 32,73946.0 32,19245.4

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物及び構築物 ※２ 9,589 11,046

　　(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 7,646 7,766

　　(3) 土地 8,391 8,396

　　(4) 建設仮勘定 613 571

　　(5) その他 1,438 1,289

　　　有形固定資産合計 27,679(38.8) 29,071(41.0)

　２　無形固定資産

　　(1) のれん 361 289

　　(2) その他 43 59

　　　無形固定資産合計 405 (0.6) 349 (0.5)

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 6,228 3,932

　　(2) 不動産信託受益権 1,631 1,608

　　(3) 長期性預金 700 500

　　(4) 前払年金費用 1,216 1,948

　　(5) その他 ※３ 638 1,324

　　(6) 貸倒引当金 △6 △23

　　　投資その他の資産合計 10,407(14.6) 9,290(13.1)

　　　固定資産合計 38,49254.0 38,71054.6

　　　資産合計 71,231100.0 70,902100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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 3,258 2,703

　２　短期借入金 150 250

　３　１年以内償還社債 40 20

　４　１年以内返済長期借入金 50 ―

　５　未払法人税等 2,161 1,611

　６　賞与引当金 1,469 1,266

　７　役員賞与引当金 72 52

　８　その他 ※４ 3,781 4,002

　　　流動負債合計 10,98215.4 9,90514.0

Ⅱ　固定負債

　１　社債 320 300

　２　長期未払金 165 129

　３　繰延税金負債 523 424

　４　その他 106 110

　　　固定負債合計 1,1161.6 964 1.3

　　　負債合計 12,09817.0 10,87015.3

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 6,5789.3 6,5789.3

　２　資本剰余金 6,9909.8 6,9869.9

　３　利益剰余金 45,25563.5 46,66665.8

　４　自己株式 △1,417△2.0 △1,457△2.1

　　　株主資本合計 57,40680.6 58,77482.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価
　　　差額金

1,2181.7 628 0.9

　　　評価・換算差額等合計 1,2181.7 628 0.9

Ⅲ　少数株主持分 508 0.7 629 0.9

　　　純資産合計 59,13283.0 60,03284.7

　　　負債純資産合計 71,231100.0 70,902100.0
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② 【連結損益計算書】

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 61,336100.0 63,478100.0

Ⅱ　売上原価 39,77764.9 43,16668.0

　　　売上総利益 21,55835.1 20,31132.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 12,47620.3 13,54321.3

　　　営業利益 9,08214.8 6,76810.7

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 36 51

　２　受取配当金 72 91

　３　仕入割引 6 5

　４　受取家賃 25 24

　５　不動産信託受益権収入 96 98

　６　その他 138 374 0.6 133 405 0.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 0 9

　２　売上割引 302 328

　３　その他 59 362 0.6 58 396 0.6

　　　経常利益 9,09414.8 6,77610.7

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ 0 3

　２　投資有価証券売却益 4 124

　３　貸倒引当金戻入益 8 13 0.0 42 169 0.2

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除売却損 ※４ 210 109

　２　投資有価証券評価損 ― 14

　３　役員退職金 ― 210 0.3 14 138 0.2

　　　税金等調整前
　　　当期純利益

8,89714.5 6,80710.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

3,645 2,534

　　　法人税等調整額 99 3,7456.1 405 2,9394.6

　　　少数株主利益 ― ― 132 0.2

　　　当期純利益 5,1518.4 3,7355.9
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

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)

　

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

(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。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,594 △1,594

　当期純利益 3,735 3,735

　自己株式の取得 △773 △773

　自己株式の処分 0 0 0

　自己株式の消却 △3 △730 733 ―

　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)

― △3 1,411 △39 1,368

平成20年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 46,666 △1,457 58,774

　

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

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,594

　当期純利益 3,735

　自己株式の取得 △773

　自己株式の処分 0

　自己株式の消却 ―

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△589 △589 121 △468

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△589 △589 121 899

平成20年３月31日残高(百万円) 628 628 629 60,032
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　１　税金等調整前当期純利益 8,897 6,807

　２　減価償却費 2,794 3,399

　３　のれん償却額 ― 72

　４　賞与引当金の増加額(△減少額) 168 △203

　５　役員賞与引当金の増加額(△減少額) 72 △20

　６　貸倒引当金の減少額 △10 △52

　７　前払年金費用の増加額 △554 △732

　８　受取利息及び受取配当金 △108 △142

　９　支払利息 0 9

　10　有形固定資産売却益 △0 △3

　11　有形固定資産除売却損 210 109

　12　投資有価証券の売却益 △4 △124

　13　役員賞与支払額 △61 ―

　14　売上債権の減少額(△増加額) △1,418 2,323

　15　たな卸資産の減少額(△増加額) △664 84

　16　仕入債務の増加額(△減少額) 291 △554

　17　未払消費税等の減少額 △48 △219

　18　その他 △7 △329

　　　　小計 9,557 10,424

　19　利息及び配当金の受取額 108 142

　20　利息の支払額 △0 △9

　21　法人税等の支払額 △3,788 △3,081

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,876 7,475

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 △610 △1,420

　２　定期預金の払戻による収入 1,720 741

　３　有形固定資産の取得による支出 △6,188 △4,399

　４　有形固定資産の売却による収入 5 30

　５　投資有価証券の取得による支出 △461 △1,302

　６　投資有価証券の売却による収入 2,804 3,524

　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　連結の範囲の変更を伴わない子会社
      株式の取得による支出

― △655

　９　連結の範囲の変更を伴わない子会社
　　　出資による支出

△58 ―

　10　その他 22 △59

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △3,347 △3,541

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純増額 ― 100

　２　長期借入金の返済による支出 ― △50

　３　社債の償還による支出 ― △40

　４　配当金の支払額 △1,591 △1,604

　５　自己株式の取得による支出 △3 △773

　６　その他 0 0

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,594 △2,367

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 934 1,566

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,682 7,617

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 7,617 9,183
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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　　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

１　連結の範囲に関する事項

　(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)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㈱

　　　　　　　　　　　エレット（タイランド）㈱

　　　(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。

　　　(連結の範囲から除いた理由)

　　　　　　同左

２　持分法の適用に関する事項

　　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、持分法の適用から除外し

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㈱、エレット（タイランド）㈱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、

持分法の適用から除外しています。

　　

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、㈱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。

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、㈱新愛知電機製作所の決算日は６

月30日です。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12月31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12月31

日現在の貸借対照表を使用し、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。

　　

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　たな卸資産

　　　　主として総平均法による原価法

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　たな卸資産

　　　　　　同左

　　②　有価証券

　　　　満期保有目的の債券　償却原価法(定額法)

　　②　有価証券

　　　　満期保有目的の債券　同左

　　　　その他有価証券 　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの　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)

　　　　　時価のあるもの　　同左

　　　　　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
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　 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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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、当連結会計年度から、

平成19年４月１日以降に取得したもの(建物附

属設備を除く建物を除く)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、前連結会計年度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

当期純利益はそれぞれ140百万円減少していま

す。

　　　　(追加情報)

　　　　当連結会計年度から、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、税金等調整前当期

純利益はそれぞれ167百万円減少しています。

　　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

　(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

　　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。

　　②　賞与引当金

　　　　　　同左

　　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。

　　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。
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　 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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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。

　　④　退職給付引当金

　　　　　　同左

　(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

　(ホ)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

　　　　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

　　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

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います。なお、連結子会社につい

ては評価差額はありません。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　　同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　のれんの償却方法については、定額法(５年)を採用し

ています。

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　　　　　同左

　　

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　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。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　同左
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会計方針の変更

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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。

―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 44,170百万円

　

※１　有形固定資産減価償却累計額 46,060百万円

　

※２　国庫補助金受入れによる有形固定資産の圧縮記帳

累計額は96百万円(建物及び構築物94百万円、機械

装置及び運搬具１百万円)であり、取得価額より減

額しています。

※２　　同左

※３　非連結子会社に対するものは次のとおりです。

　株式 89百万円

　出資金 136

　

※３　非連結子会社に対するものは次のとおりです。

　株式 745百万円

　出資金 136

　

※４　未払消費税等325百万円を含んでいます。

　

※４　未払消費税等106百万円を含んでいます。

　

　５　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。

　

　５　受取手形裏書譲渡高は、161百万円です。

　

　６　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

　

　６　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

　

※７　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

※７　　　　　　　―────
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(連結損益計算書関係)

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※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
　

※１　主な費目及び金額は次のとおりです。

運賃 2,724百万円

広告宣伝費 517

従業員給料 3,292

賞与引当金繰入額 401

役員賞与引当金繰入額 52

退職給付引当金繰入額 30

事業税 99

減価償却費 377

賃借料 324

研究開発費 1,547

のれん償却費 72

その他 4,102

計 13,543
　

※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
　

※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 1,547百万円

当期製造費用 ─

計 1,547
　

※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
　

※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 3百万円

計 3
　

※４　固定資産除売却損の内容は次のとおりです。

(除却損) (売却損) (計)

建物 21百万円―百万円 21百万円

構築物 0 ― 0

機械及び装置 168 ― 168

車両及び
運搬具

0 ― 0

工具器具
及び備品

20 ― 20

計 210 ― 210
　

※４　固定資産除売却損の内容は次のとおりです。

(除却損) (売却損) (計)

建物 4百万円 ―百万円 4百万円

構築物 11 ― 11

機械及び装置 55 8 64

車両及び
運搬具

1 1 2

工具器具
及び備品

26 ― 26

計 99 10 109
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(連結株主資本等変動計算書関係)

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

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

　

２　自己株式に関する事項

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

　
（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

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

　

　(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

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
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

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 ― 789 44,000

（変動事由の概要）

減少数の内訳は、次のとおりです。

　会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却 　　　　 　　　　  789千株

　

２　自己株式に関する事項

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) 1,707,796 651,343 790,254 1,568,885

　
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりです。

　会社法第165条第２項による定款の定めに基づく自己株式の取得　650,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　          　　　　　　   　　1,343

減少数の内訳は、次のとおりです。

　会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却　   　　　　　　 789,848株

　単元未満株式の買増請求による減少　         　　　　　　    　  406

　

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

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

平成19年11月14日
取締役会

普通株式 775 18平成19年９月30日 平成19年11月30日

　

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

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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 763 18平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

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
　

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

現金及び預金勘定 5,494百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,010

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)

4,699

現金及び現金同等物 9,183
　

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
　

２　　　　　　　―────
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(リース取引関係)

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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)

期末残高
相当額
(百万円)

その他
(工具器具及
び備品)

192 84 108

　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 0 2

その他
(工具器具及
び備品)

361 22 338

計 363 22 341

　　　なお、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。

同左

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 51百万円

１年超 10

合計 62

　　　なお、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。

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 90百万円

１年超 250

合計 341

同左

　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

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 72百万円

減価償却費相当額 130

　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

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 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年以内 2百万円

１年超 8

合計 11
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(有価証券関係)

１　前連結会計年度

(1) その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日)
　

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)

(連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの)

①　株式 1,062 3,105 2,043

②　債券

(イ)国債・地方債等 298 298 0

(ロ)社債 ― ― ―

小計 1,360 3,404 2,043

(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 143 139 △4

②　債券

(イ)国債・地方債等 1,798 1,789 △9

(ロ)社債 1,099 1,096 △3

小計 3,042 3,025 △17

合計 4,403 6,429 2,026

　

(2) 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日)
　

内容
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

②　その他有価証券

(イ)非上場株式 1,196

(ロ)合同運用指定金銭信託 1,200

③　子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 89

合計 4,484

　

(3) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成19年３月31

日)
　

区分
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

(イ)国債・地方債等 800 800 500 ―

(ロ)社債 600 ― 500 ―

(ハ)コマーシャルペーパー 1,998 ― ― ―

②　その他 1,000 ― ― ―

合計 4,398 800 1,000 ―

(注)　減損処理にあたっては、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。
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２　当連結会計年度

(1) その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日)
　

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)

(連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの)

①　株式 941 1,994 1,053

②　債券

(イ)国債・地方債等 1,198 1,209 10

(ロ)社債 499 507 7

小計 2,640 3,711 1,070

(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 350 325 △25

②　債券

(イ)国債・地方債等 299 299 △0

(ロ)社債 ― ― ―

小計 650 624 △25

合計 3,290 4,335 1,045

　

(2) 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日)

　

内容
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 4,497

②　その他有価証券

(イ)非上場株式 196

(ロ)合同運用指定金銭信託 201

③　子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 745

合計 5,640

　

(3) 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20年３月31

日)
　

区分
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)

債券

（イ）国債・地方債等 600 900 ― ―

（ロ）社債 ― 500 ― ―

（ハ）コマーシャルペーパー 4,497 ─ ― ―

合計 5,097 1,400 ― ―

(注)　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について14百万円減損処理を行っています。なお、当

該株式の減損処理にあたっては、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。
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(4) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　

区分
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額(百万円) ― 1,124

売却益の合計額(百万円) ― 124

売却損の合計額(百万円) ― ―

(注)　前連結会計年度は重要性が乏しいため、記載を省略しています。なお、前連結会計年度は売却額104百万円、売却益

４百万円、売却損は計上していません。

　

(デリバティブ取引関係)

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)及び当連結会計年度(自　平成19年

４月１日　至　平成20年３月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型企業年金制度(平成16年４月１日をもって確定給付型の厚

生年金基金制度より移行)を設けています。また、併せて平成17年４月１日より確定拠出型年金制度も

採用しています。

　

２　退職給付債務に関する事項

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

イ　退職給付債務 △7,044 △6,972

ロ　年金資産 7,905 7,365

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) 861 393

ニ　未認識数理計算上の差異 951 1,853

ホ　未認識過去勤務債務(債務の減額) △595 △297

ヘ　連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) 1,216 1,948

ト　前払年金費用 1,216 1,948

チ　退職給付引当金(ヘ－ト) ― ―

(注)　連結子会社への出向者に係る退職給付債務は、連結子会社負担としています。

　

３　退職給付費用に関する事項

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

イ　勤務費用 343 336

ロ　利息費用 141 140

ハ　期待運用収益 △147 △158

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 102 90

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △297 △297

ヘ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 141 111

ト　その他 121 124

チ　計(ヘ＋ト) 262 235

(注)　「ト　その他」は、確定拠出型の企業年金費用の計上額です。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ　割引率 2.0％ 2.0％

ハ　期待運用収益率 2.0％ 2.0％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数 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

処理しています。

 

同左

ホ　数理計算上の差異の処理年数 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。

 

同左

　

(ストック・オプション等関係)

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)及び当連結会計年度(自　平成19年

４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

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

　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

繰延税金資産

　賞与引当金 586百万円 505百万円

　未払役員退職金 66 51

　投資有価証券評価損 336 342

　未払事業税 139 108

　減価償却費 464 476

　一括償却資産 39 34

　未払費用 67 61

　貸倒引当金 101 86

　その他 57 67

繰延税金資産小計 1,860 1,736

評価性引当額 ― ―

繰延税金資産合計 1,860 1,736

繰延税金負債

　前払年金費用 △485 △777

　特別償却準備金 △31 △25

　圧縮記帳積立金 △94 △90

　その他有価証券評価差額金 △809 △416

　その他 △0 △0

繰延税金負債合計 △1,421 △1,311

繰延税金資産の純額 439 425

　
(注)　前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

　流動資産－繰延税金資産 963百万円 849百万円

　固定負債－繰延税金負債 523 424

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

法定実効税率 39.9％ 39.9％
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.9 5.6

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.6 △1.2

住民税均等割等 0.7 1.0

その他 △1.8 △2.1

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

42.1 43.2

前へ

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

有価証券報告書

53/90



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

１日　至　平成20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】

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

１日　至　平成20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】

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

１日　至　平成20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。

　

【関連当事者との取引】

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)及び当連結会計年度(自　平成19年４月

１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

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。

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)

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。

　

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)

売上高 730

営業利益 20

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,360円77銭１株当たり純資産額 1,399円99銭

１株当たり当期純利益金額 119円58銭 １株当たり当期純利益金額 86円93銭

(注) 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いません。

　

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額 59,132百万円 60,032百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 508百万円 629百万円

　(うち少数株主持分) (508百万円) (629百万円)

普通株式に係る期末の純資産額 58,624百万円 59,403百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

43,082千株 42,431千株

　

２　１株当たり当期純利益金額

　
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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益 5,151百万円 3,735百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ─

普通株式に係る当期純利益 5,151百万円 3,735百万円

普通株式の期中平均株式数 43,082千株 42,970千株
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱新愛知電機製作
所

第１回無担保社債
(注２)

平成17年
２月25日

60
20
(20)

0.48 なし
平成20年
２月25日

〃 第３回無担保社債
平成18年
３月31日

300 300 0.60 なし
平成21年
３月31日

合計 ― ― 360
320
(　20)

― ― ―

(注) １　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。

　
１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

20 300 ─ ─ ─

　

２　「当期末残高」の(　)内の金額は、１年内に償還が予定されている社債です。

３　㈱新愛知電機製作所については、連結財務諸表作成の基準とした平成19年12月31日現在の貸借対照表に基づい

て記載しています。

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 150 250 1.7 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 50 ─ ─ ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

─ ─ ─ ─

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

― ― ― ―

その他の有利子負債
預り保証金

25 25 2.2 ―

合計 225 275 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２　預り保証金は、取引先と当社との間で債権等の弁済を担保するために差入れされたものであり、返済期限はあ

りません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20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 3,400 4,408

　２　受取手形 ※５ 7,609 5,691

　３　売掛金 8,112 7,277

　４　有価証券 4,496 5,099

　５　製品 2,632 2,489

　６　原材料 911 928

　７　仕掛品 1,342 1,361

　８　貯蔵品 66 84

　９　前払費用 15 15

　10　繰延税金資産 921 803

　11　未収入金 436 405

　12　その他 18 310

　13　貸倒引当金 △278 △207

　　　流動資産合計 29,68443.2 28,66942.0

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物 ※２ 8,876 10,155

　　(2) 構築物 ※２ 677 857

　　(3) 機械及び装置 ※２ 7,195 7,401

　　(4) 車両及び運搬具 45 33

　　(5) 工具器具及び備品 1,416 1,277

　　(6) 土地 8,391 8,396

　　(7) 建設仮勘定 609 571

　　　有形固定資産合計 27,211(39.5) 28,693(42.0)

　２　無形固定資産

　　(1) 借地権 3 3

　　(2) ソフトウェア 11 23

　　(3) その他 27 30

　　　無形固定資産合計 42 (0.1) 57 (0.1)
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20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) 投資有価証券 6,028 3,729

　　(2) 関係会社株式 1,923 2,579

　　(3) 関係会社出資金 136 136

　　(4) 破産更生債権等 6 22

　　(5) 長期前払費用 24 42

　　(6) 不動産信託受益権 1,631 1,608

　　(7) 長期性預金 500 500

　　(8) 前払年金費用 1,216 1,948

　　(9) その他 351 350

　　(10)貸倒引当金 △5 △23

　　　投資その他の資産合計 11,812(17.2) 10,895(15.9)

　　　固定資産合計 39,06556.8 39,64658.0

　　　資産合計 68,750100.0 68,315100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20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 10 16

　２　買掛金 2,850 2,411

　３　未払金 ※３ 1,350 1,941

　４　未払費用 1,848 1,778

　５　未払法人税等 1,997 1,446

　６　前受金 54 ―

　７　預り金 130 66

　８　賞与引当金 1,420 1,220

　９　役員賞与引当金 70 50

　10　設備支払手形 231 110

　　　流動負債合計 9,96314.5 9,04113.2

Ⅱ　固定負債

　１　長期未払金 164 127

　２　繰延税金負債 529 428

　３　その他 105 110

　　　固定負債合計 799 1.2 666 1.0

　　　負債合計 10,76215.7 9,70814.2

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 6,5789.6 6,5789.6

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 6,986 6,986

　　(2) その他資本剰余金 3 ―

　　　　資本剰余金合計 6,99010.2 6,98610.2

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 833 833

　　(2) その他利益剰余金

　　　　特別償却準備金 48 38

　　　　圧縮記帳積立金 142 136

　　　　別途積立金 32,490 32,490

　　　　繰越利益剰余金 11,103 12,373

　　　　利益剰余金合計 44,61764.9 45,87267.2

　４　自己株式 △1,417△2.1 △1,457△2.1

　　　株主資本合計 56,76982.6 57,98084.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価
　　　差額金

1,2181.7 627 0.9

　　　評価・換算差額等合計 1,2181.7 627 0.9

　　　純資産合計 57,98784.3 58,60785.8

　　　負債純資産合計 68,750100.0 68,315100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 61,175100.0 58,442100.0

Ⅱ　売上原価

　１　製品期首たな卸高 2,207 2,632

　２　当期製品製造原価 40,245 39,581

合計 42,453 42,213

　３　製品期末たな卸高 2,632 2,489

39,821 39,723

　４　原材料評価損 6 39,82765.1 4 39,72768.0

　　　売上総利益 21,34834.9 18,71432.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2 12,45820.4 12,71621.7

　　　営業利益 8,89014.5 5,99810.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 7 13

　２　有価証券利息 27 33

　３　受取配当金 ※３ 78 118

　４　仕入割引 6 5

　５　受取家賃 ※３ 97 163

　６　不動産信託受益権収入 96 98

　７　雑収入 ※３ 161 474 0.8 183 616 1.0

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 0 0

　２　売上割引 302 327

　３　雑支出 82 385 0.6 87 414 0.7

　　　経常利益 8,97914.7 6,19910.6

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※４ 0 3

　２　投資有価証券売却益 4 124

　３　貸倒引当金戻入益 8 13 0.0 43 170 0.3

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除売却損 ※５ 212 108

　２　投資有価証券評価損 ― 212 0.3 14 123 0.2

　　　税引前当期純利益 8,78014.4 6,24610.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

3,567 2,259

　　　法人税等調整額 128 3,6956.1 408 2,6674.6

　　　当期純利益 5,0848.3 3,5796.1
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製造原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 25,657 63.0 25,021 62.8

Ⅱ　労務費 8,738 21.5 8,181 20.5

Ⅲ　経費 6,305 15.5 6,657 16.7

当期総製造費用 40,701100.0 39,860100.0

期首仕掛品たな卸高 1,168 1,342

合計 41,870 41,202

他勘定振替高 282 259

期末仕掛品たな卸高 1,342 1,361

当期製品製造原価 40,245 39,581

(注) １　原価計算の方法

当社の原価計算の方法は、総合標準原価計算で期末において原価差額を調整して実際原価に修正しています。

なお、一部製品については実際原価による個別原価計算によっています。

２　経費のうち、主な内容は次のとおりです。

前事業年度 当事業年度

外注加工費 1,928百万円 1,789百万円

減価償却費 2,250 2,713

３　他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

前事業年度 当事業年度

有形固定資産 225百万円 155百万円

販売費及び一般管理費 57 104

計 282 259
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③ 【株主資本等変動計算書】

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 32,4907,75241,187△1,41453,341

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 32,49011,10344,617△1,41756,769
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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

(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。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 3 6,990

事業年度中の変動額

　特別償却準備金の積立

　特別償却準備金の取崩

　圧縮記帳積立金の取崩

　剰余金の配当

　当期純利益

　自己株式の取得

　自己株式の処分 0 0

　自己株式の消却 △3 △3

　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) ― ― △3 △3

平成20年３月31日残高(百万円) 6,578 6,986 ― 6,986

　

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 32,49011,10344,617△1,41756,769

事業年度中の変動額

　特別償却準備金の積立 4 △4 ― ―

　特別償却準備金の取崩 △13 13 ― ―

　圧縮記帳積立金の取崩 △5 5 ― ―

　剰余金の配当 △1,594△1,594 △1,594

　当期純利益 3,579 3,579 3,579

　自己株式の取得 △773 △773

　自己株式の処分 0 0

　自己株式の消却 △730 △730 733 ―

　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) ― △9 △5 ― 1,269 1,254 △39 1,211

平成20年３月31日残高(百万円) 833 38 136 32,49012,37345,872△1,45757,980

　

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

事業年度中の変動額

　特別償却準備金の積立 ―

　特別償却準備金の取崩 ―

　圧縮記帳積立金の取崩 ―

　剰余金の配当 △1,594

　当期純利益 3,579

　自己株式の取得 △773

　自己株式の処分 0

　自己株式の消却 ―

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△591 △591 △591

事業年度中の変動額合計(百万円) △591 △591 620

平成20年３月31日残高(百万円) 627 627 58,607
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(イ)満期保有目的の債券　償却原価法(定額法)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　(イ)満期保有目的の債券　同左

　(ロ)子会社株式　　　　　総平均法による原価法 　(ロ)子会社株式　　　　　同左

　(ハ)その他有価証券 　(ハ)その他有価証券

　　①　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)

　　①　時価のあるもの　　同左　　

　　②　時価のないもの　　総平均法による原価法 　　②　時価のないもの　　同左

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　製品・仕掛品・貯蔵品　　原価法・総平均法

　　原材料　　　　　　　　　低価法・総平均法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　同左

３　固定資産の減価償却の方法

　(イ)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

３　固定資産の減価償却の方法

　(イ)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、当事業年度から、平成

19年４月１日以降に取得したもの(建物附属設

備を除く建物を除く)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、前事業年度と同一の方法によった場合

と比べ、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

はそれぞれ139百万円減少しています。

　　　　(追加情報)

　　　　当事業年度から、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、税引前当期純利益

はそれぞれ166百万円減少しています。

　(ロ)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)

　(ロ)無形固定資産　　同左

　(ハ)長期前払費用　　定額法 　(ハ)長期前払費用　　同左

４　引当金の計上基準

　(イ)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。

４　引当金の計上基準

　(イ)貸倒引当金

　　　　同左

　(ロ)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。

　(ロ)賞与引当金

　　　　同左
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前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(ハ)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。

　(ハ)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。

　　　

　(ニ)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。

　(ニ)退職給付引当金

　　　　同左

　　　

５　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。

５　リース取引の処理方法

　　　　同左

６　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

　　　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。

６　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

　　　　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。

　②　信託財産の会計処理の方法

　　　　同左
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会計方針の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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。

―――――
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 44,078百万円

　

※１　有形固定資産減価償却累計額 45,855百万円

　

※２　国庫補助金受入れによる有形固定資産の圧縮記帳

累計額は96百万円(建物４百万円、構築物89百万

円、機械及び装置１百万円)であり、取得価額より

減額しています。

※２　　同左

※３　未払消費税等298百万円を含んでいます。

　

※３　未払消費税等69百万円を含んでいます。

　

　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　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

　

※５　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

※５　　　　　　　―――――
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※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

役員報酬 256

従業員給料 2,980

賞与引当金繰入額 470

役員賞与引当金繰入額 70

退職給付引当金繰入額 59

通信費 168

事業税 111

減価償却費 357

地代家賃 481

賃借料 268

研究開発費 1,384

業務委託費 614

　　　販売費及び一般管理費のうち販売費の割合
約69.6％

　

※１　主な費目及び金額は次のとおりです。

運賃 2,617百万円

広告宣伝費 511

役員報酬 254

従業員給料 2,942

賞与引当金繰入額 400

役員賞与引当金繰入額 50

退職給付引当金繰入額 30

通信費 170

事業税 92

減価償却費 375

地代家賃 499

賃借料 280

研究開発費 1,547

業務委託費 697

　　　販売費及び一般管理費のうち販売費の割合
約67.8％

　

※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

　

※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 1,547百万円

当期製造費用 ─

計 1,547

　

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりです。

受取配当金 19百万円

受取家賃 76

雑収入 36

　

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりです。

受取配当金 47百万円

受取家賃 142

雑収入 62

　

※４　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

計 0

　

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりです。

機械及び装置 3百万円

計 3

　

※５　固定資産除売却損の内容は次のとおりです。

(除却損) (売却損) (計)

建物 21百万円―百万円 21百万円

構築物 0 ― 0

機械及び装置 169 ― 169

車両及び
運搬具

0 ― 0

工具器具
及び備品

20 ― 20

計 212 ― 212

　

※５　固定資産除売却損の内容は次のとおりです。

(除却損) (売却損) (計)

建物 4百万円 ―百万円 4百万円

構築物 11 ― 11

機械及び装置 54 8 63

車両及び
運搬具

0 1 2

工具器具
及び備品

26 ― 26

計 98 10 108
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(株主資本等変動計算書関係)

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

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

　

（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

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　自己株式に関する事項

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） 1,707,796 651,343 790,254 1,568,885

　

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりです。

　会社法第165条第２項による定款の定めに基づく自己株式の取得　 650,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　  　　　　　　　　　　　　　　1,343

減少数の内訳は、次のとおりです。

　会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却　  　　　　　　　 789,848株

　単元未満株式の買増請求による減少　  　　　　　　　　　　　　　　406
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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)

期末残高
相当額
(百万円)

工具器具及び
備品

192 84 108

　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)

機械及び装置 2 0 2

工具器具及び
備品

361 22 338

計 363 22 341

　　　なお、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。

同左

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 51百万円

１年超 10

合計 62

　　　なお、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。

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 90百万円

１年超 250

合計 341

　

同左

　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

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 72百万円

減価償却費相当額 130

　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

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年以内 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年以内 2百万円

１年超 8

合計 11

　

　

(有価証券関係)

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)

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
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

繰延税金資産
　

　賞与引当金 566百万円 486百万円

　未払役員退職金 65 50

　投資有価証券評価損 336 342

　未払事業税 132 95

　減価償却費 464 475

　一括償却資産 39 34

　未払費用 65 59

　貸倒引当金 101 86

　その他 40 53

繰延税金資産小計 1,812 1,685

評価性引当額 ― ―

繰延税金資産合計 1,812 1,685

繰延税金負債

　前払年金費用 △485 △777

　特別償却準備金 △31 △25

　圧縮記帳積立金 △94 △90

　その他有価証券評価差額金 △809 △416

繰延税金負債合計 △1,420 △1,309

繰延税金資産の純額 391 375

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

法定実効税率 39.9％ 39.9％
　

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

4.0 5.7

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.6 △1.3

住民税均等割等 0.7 1.0

その他 △1.9 △2.6

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

42.1 42.7
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(企業結合等関係)

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。

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)

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。

　

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)

売上高 730

営業利益 20

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,345円97銭１株当たり純資産額 1,381円25銭

１株当たり当期純利益金額 118円02銭 １株当たり当期純利益金額 83円29銭

(注) 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いません。

　

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額 57,987百万円 58,607百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 ― ─

普通株式に係る期末の純資産額 57,987百万円 58,607百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

43,082千株 42,431千株

　

２　１株当たり当期純利益金額

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益 5,084百万円 3,579百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 5,084百万円 3,579百万円

普通株式の期中平均株式数 43,082千株 42,970千株
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

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

㈱マキタ 144,843 453

㈱名古屋銀行 406,184 246

㈱みずほフィナンシャルグループ 540 197

名工建設㈱ 231,440 167

東邦瓦斯㈱ 311,000 149

㈱大垣共立銀行 272,150 146

スズデン㈱ 137,773 106

アイホン㈱ 59,000 88

㈱三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ

99,200 85

大崎電気工業㈱ 195,000 81

みずほ信託銀行㈱ 544,940 77

オイレス工業㈱ 36,900 75

他27銘柄 1,120,595 640

小計 3,559,566 2,516

計 3,559,566 2,516

　

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

有価証券報告書

76/90



【債券】

　

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

新光証券　コマーシャルペーパー 1,000 999

オリックス　コマーシャルペーパー 1,000 999

日産自動車　コマーシャルペーパー 1,000 999

興銀リース　コマーシャルペーパー 1,000 998

三菱ＵＦＪリース　コマーシャル
ペーパー

500 499

小計 4,500 4,497

その他有価証券

利付国庫債券(５年)36回 300 300

政府保証第168回中小企業債券 100 99

小計 400 400

投資有価証券 その他有価証券

利付国庫債券(10年)244回 500 506

トヨタ自動車㈱第６回無担保社債 400 406

利付国庫債券(５年)44回 200 200

㈱豊田自動織機第11回無担保社債 100 100

小計 1,200 1,213

計 6,100 6,111

　

【その他】

　

種類及び銘柄
券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券 その他有価証券

合同運用指定金銭信託 201 201

小計 201 201

計 201 201
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【有形固定資産等明細表】

　

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 25,3002,030 19 27,312 17,156 749 10,155

　構築物 2,615 259 5 2,869 2,012 78 857

　機械及び装置 23,3241,835 1,03924,120 16,7191,547 7,401

　車両及び運搬具 292 13 45 260 227 18 33

　工具器具及び備品 10,755 772 511 11,017 9,739 867 1,277

　土地 8,391 5 ― 8,396 ― ― 8,396

　建設仮勘定 609 4,599 4,637 571 ― ― 571

有形固定資産計 71,2899,516 6,25774,548 45,8553,260 28,693

無形固定資産

　借地権 ― ― ― 3 ― ― 3

　ソフトウェア ― ― ― 56 32 6 23

　その他 ― ― ― 43 13 0 30

無形固定資産計 ― ― ― 103 45 7 57

長期前払費用 55 37 1 92 49 19 42

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建物 掛川工場　新築 1,915百万円

構築物 掛川工場外構工事 238

機械及び装置 名古屋工場機器生産設備 459

菊川工場金属加工設備 349

中津川工場金属加工設備 436

唐津工場金属加工設備 173

工具器具及び備品　 金型 569

土地 御前崎試験場造成 5

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

機械及び装置 名古屋工場機器生産設備 54

菊川工場金属加工設備 229

中津川工場金属加工設備 554

工具器具及び備品　 金型 425

３　建設仮勘定の当期増加額の主なものは、掛川工場建物、名古屋工場機器生産設備、中津川工場金属加工設備、唐

津工場金属加工設備等であり、減少額の主なものは、掛川工場建物、名古屋工場機器生産設備、中津川工場金属

加工設備等の本勘定への振替額等です。

４　無形固定資産の金額が、資産の総額の百分の一以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しました。
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【引当金明細表】

　

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 283 65 10 108 230

賞与引当金 1,420 1,220 1,420 ─ 1,220

役員賞与引当金 70 50 70 ─ 50

(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洗替額等です。
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(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 170

預金

当座預金 2,920

普通預金 15

定期預金 1,300

その他 1

小計 4,237

合計 4,408

　

②　受取手形

(ⅰ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

サンテレホン㈱ 529

㈱オカダホールディングス 520

テルヤ電機㈱ 305

㈱扇港電機 301

㈱大成 271

その他 3,763

合計 5,691

　

(ⅱ)決済期日別内訳

　

期日 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 合計

受取手形(百万円) 2,024 1,050 2,295 320 ─ 5,691
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③　売掛金

(ⅰ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

斉田電機産業㈱ 375

ミツワ電機㈱ 282

㈱オカダホールディングス 261

㈱北陸電機商会 241

東芝電材マーケティング㈱ 226

その他 5,890

合計 7,277

　

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(百万円)
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

8,112 61,364 62,199 7,277 89.5 45.9

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。

　

④　製品

　

品名 金額(百万円)

配電盤 446

キャビネット 1,328

遮断器・開閉器 305

パーツ・その他 408

合計 2,489

　

⑤　原材料

　

品名 金額(百万円)

伸銅品 71

鉄材料 88

樹脂材 26

その他 741

合計 928
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⑥　仕掛品

　

品名 金額(百万円)

伸銅品部品 215

鉄材部品 311

樹脂材部品 125

その他 708

合計 1,361

　

⑦　貯蔵品

　

品名 金額(百万円)

金型部品 6

消耗工具類 3

その他 75

合計 84

　

⑧　支払手形

(ⅰ)相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱アマダ 13

福三商工㈱ 2

合計 16

　

(ⅱ)決済期日別内訳

　

期日 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 合計

支払手形(百万円) 3 2 3 7 16
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⑨　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

東北日東工業㈱ 181

三栄鋼板㈱ 134

東芝産業機器システム㈱ 103

天方産業㈱ 64

ニットウ金属㈱ 62

その他 1,865

合計 2,411

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、１株券、100株未満の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

　　取扱場所
名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社　名古屋支店証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料
不所持株券の交付及び失効、汚損、毀損による再発行１枚につき210円(税込)
上記の場合を除き無料

株券喪失登録に伴う
手数料

　　株券喪失登録申請料 １件につき9,030円(税込)

　　株券登録料 １枚につき　525円(税込)

単元未満株式の買取り・
買増し

　　取扱場所
名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社　名古屋支店証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所
中央三井信託銀行株式会社　本店及び全国各支店
日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

　　買取・買増手数料 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
電子公告とする。ただし事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞
に掲載して行う。公告掲載　URL　http://www.nito.co.jp/

株主に対する特典 なし

(注)　当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行

使することができません。

１　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

４　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売り渡すことを請求する権利
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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、親会社等はありません。

　

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います。

　

(1) 
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

(2) 半期報告書 (第60期中)
自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

平成19年12月25日
関東財務局長に提出

(3)臨時報告書
平成20年４月９日
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定
子会社の異動）に基づく臨時報告書です。

(4)自己株券買付状況報告書 平成20年１月10日

平成20年２月７日

平成20年３月６日
関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の監査報告書

　

日東工業株式会社

取締役会　御中

　

　

作成日 平成19年６月28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　　㊞

　

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、連結株主資本等変動計算書、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、日東工業株式会社及び連結子会社の平成19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
　
※　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(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

日東工業株式会社

取締役会　御中

　

　

作成日 平成20年６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　　㊞

　

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、連結株主資本等変動計算書、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、日東工業株式会社及び連結子会社の平成20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
　
※　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(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

日東工業株式会社

取締役会　御中

　

　

作成日 平成19年６月28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　　㊞

　

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期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、日東工業株式会社の平成19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
　
※　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(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書

　

日東工業株式会社

取締役会　御中

　

　

作成日 平成20年６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　　㊞

　

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期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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、日東工業株式会社の平成20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
　
※　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(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しています。
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