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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】

連結経営指標等

　

回次
第61期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 14,002 63,478

経常利益 (百万円) 679 6,776

四半期(当期)純利益 (百万円) 290 3,735

純資産額 (百万円) 59,849 60,032

総資産額 (百万円) 68,866 70,902

１株当たり純資産額 (円) 1,394.521,399.99

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 6.85 86.93

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 85.9 83.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,110 7,475

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,118 △3,541

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △786 △2,367

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,388 9,183

従業員数 (人) 2,076 2,000

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

３　従業員数は、就業人員数を表示しています。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期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) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 2,076〔208〕

(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〔　〕内に当第１四半期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20年６月30日現在

従業員数(名) 1,804〔137〕

(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

〔　〕内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しています。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期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。
　

部門別

当第１四半期
連結会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％)

配電盤
関連事業

配電盤 6,631 47.5

キャビネット 5,191 37.2

遮断器・開閉器 1,096 7.8

パーツ・その他 1,000 7.2

計 13,919 99.7

金型関連事業 41 0.3

合計 13,961 100.0

(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

当第１四半期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。
　

部門別

当第１四半期
連結会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％)

配電盤
関連事業

配電盤 6,587 47.0

キャビネット 5,187 37.1

遮断器・開閉器 1,179 8.4

パーツ・その他 1,006 7.2

計 13,961 99.7

金型関連事業 41 0.3

合計 14,002 100.0

(注) 金額には消費税等は含まれていません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われていません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものです。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰を背景に、

企業収益の減少や設備投資の減速感など、景気の下振れリスクは高まる一方、サブプライム住宅ローン

問題に端を発した米国経済の先行き不透明感も解消せず、総じて厳しい状況で推移しました。

このような状況下において、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は、設備投資の低迷

などの影響により140億２百万円となりました。また、利益については売上高の減少に加え、減価償却費

等の固定費の負担増により、営業利益は６億３千６百万円、経常利益は６億７千９百万円、四半期純利

益は２億９千万円となりました。

　

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

透を図るとともに、オール電化住宅に対応した機能付ホーム分電盤を機種増加するなど、提案型製品の

販売強化に努めた結果、売上高は65億８千７百万円となりました。

(ロ)キャビネット部門については、自立キャビネットの機種増加や、製品のカラーバリエーションを増や

すなど、顧客ニーズに対応した製品の供給に努めた結果、売上高は51億８千７百万円となりました。

(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、売上高は11億７千９百万円となりまし

た。

(ニ)パーツ・その他部門については、需要拡大のための販売諸施策に取り組み、売上高は10億６百万円と

なりました。

　

この結果、当事業部門の売上高は139億６千１百万円、営業利益は６億２千９百万円となりました。

　

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４千１百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少1,977百万円などにより前連結

会計年度末と比べ2,036百万円減少し、68,866百万円となりました。また、負債においても未払法人税等

の減少1,212百万円などにより1,854百万円減少し、9,016百万円となりました。

純資産は、四半期純利益290百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加240百万円などによる増

加がある一方、剰余金の配当763百万円などにより、182百万円減少し、59,849百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期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795百万円減少し、8,388百万円となりました。なお、当第１四半期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）

当第１四半期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 2,110百万円となりま

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、税金等調整前四半期純利益 679百

万円の計上に対し、賞与引当金の減少 714百万円、仕入債務の減少 196百万円、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 1,977百万円などによる資金の増加があったためで

す。 

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期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 △2,118百万円となり

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 700百万円あったものの、定期預金の

預入による支出800百万円、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 2,011百万円などによる資金の減少があったためです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期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 △786百万円となりま

した。これは主に配当金の支払いによる支出 766百万円によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は367百万円です。

　

(6) 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) 主要な設備の状況

当第１四半期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

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期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、除却等はありません。
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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
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月12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20年６月30日 ― 44,000 ― 6,578 ― 6,986

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）の株主名簿による記載をし

ています。

① 【発行済株式】

平成20年６月30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６月30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 ― 1,568,8003.57

計 ― 1,568,800 ― 1,568,8003.57

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 1,2771,2641,129

最低(円) 1,1041,032 977

(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。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、栄監査法人により四半期レビューを受

けています。
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１【四半期連結財務諸表】
　(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位:百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,998 5,494

受取手形及び売掛金 12,612 14,589

有価証券 5,099 5,298

製品 2,696 2,619

原材料 1,238 1,213

仕掛品 1,583 1,581

貯蔵品 77 89

繰延税金資産 868 849

その他 1,033 665

貸倒引当金 △203 △210

流動資産合計 30,004 32,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 10,816

※２
 11,046

機械装置及び運搬具（純額） ※２
 7,254

※２
 7,766

土地 8,396 8,396

建設仮勘定 984 571

その他（純額） 1,243 1,289

有形固定資産合計 ※１
 28,694

※１
 29,071

無形固定資産

のれん 271 289

その他 57 59

無形固定資産合計 329 349

投資その他の資産

投資有価証券 4,333 3,932

不動産信託受益権 1,603 1,608

長期預金 500 500

前払年金費用 2,099 1,948

その他 1,324 1,324

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 9,837 9,290

固定資産合計 38,861 38,710

資産合計 68,866 70,902
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（単位:百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,507 2,703

短期借入金 250 250

1年内償還予定の社債 － 20

未払法人税等 399 1,611

賞与引当金 552 1,266

役員賞与引当金 9 52

その他 4,209 4,002

流動負債合計 7,927 9,905

固定負債

社債 300 300

長期未払金 95 129

繰延税金負債 584 424

その他 110 110

固定負債合計 1,089 964

負債合計 9,016 10,870

純資産の部

株主資本

資本金 6,578 6,578

資本剰余金 6,986 6,986

利益剰余金 46,193 46,666

自己株式 △1,457 △1,457

株主資本合計 58,301 58,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 869 628

評価・換算差額等合計 869 628

少数株主持分 679 629

純資産合計 59,849 60,032

負債純資産合計 68,866 70,902
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　(2) 【四半期連結損益計算書】
　　　【第１四半期連結累計期間】

(単位:百万円)

当第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 14,002

売上原価 9,952

売上総利益 4,050

販売費及び一般管理費 ※１
 3,414

営業利益 636

営業外収益

受取利息 14

受取配当金 57

不動産信託受益権収入 24

その他 51

営業外収益合計 148

営業外費用

支払利息 3

売上割引 80

その他 20

営業外費用合計 104

経常利益 679

特別利益

貸倒引当金戻入額 6

特別利益合計 6

特別損失

固定資産除却損 6

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純利益 679

法人税、住民税及び事業税 358

法人税等調整額 △18

法人税等合計 339

少数株主利益 49

四半期純利益 290
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　(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 679

減価償却費 1,009

のれん償却額 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △714

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

前払年金費用の増減額（△は増加） △150

受取利息及び受取配当金 △72

支払利息 3

有形固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） 1,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △91

仕入債務の増減額（△は減少） △196

未払消費税等の増減額（△は減少） 147

その他 1,016

小計 3,582

利息及び配当金の受取額 72

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △1,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △800

定期預金の払戻による収入 700

有形固定資産の取得による支出 △2,011

投資有価証券の取得による支出 △1

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △20

配当金の支払額 △766

自己株式の取得による支出 △0

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △786

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △795

現金及び現金同等物の期首残高 9,183

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,388
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基

準については、原価法（原材料については低価法）か

ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しています。なお、同基準の適用による四半期

連結財務諸表への影響は軽微です。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連

結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定しています。

 

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

ては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっています。

 

３　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少

のものについては、合理的な算定方法による概算額で

計上する方法によっています。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しています。
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【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

電気機械器具製造業用機械設備については、平成20

年度の法人税法の改正に伴い、耐用年数７年を採用し

ています。

この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて

減価償却費は180百万円増加し、営業利益、経常利益、税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少していま

す。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 47,010百万円

　

※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　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。

　３　受取手形裏書譲渡高は、187百万円です。

 

　３　受取手形裏書譲渡高は、161百万円です。

　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。

　　　当第１四半期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

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　主な費目及び金額は次のとおりです。

運賃 611百万円

広告宣伝費 120

従業員給料 723

賞与引当金繰入額 176

役員賞与引当金繰入額 9

退職給付引当金繰入額 13

事業税 22

減価償却費 141

賃借料 83

研究開発費 367

のれん償却費 18

その他 1,126

計 3,414
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

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 4,998百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金

△1,110　

　　　　　

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）
4,499

現金及び現金同等物 8,388
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 44,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,569,114

　

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

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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及び営業利益の合計額に占める各割合は

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】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。

　

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

四半期報告書

19/23



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,394円52銭 １株当たり純資産額 1,399円99銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 59,849 60,032

純資産の部の合計額から控除する金
額(百万円)

679 629

（うち少数株主持分） (679) (629)

普通株式に係る純資産額(百万円) 59,170 59,403

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

42,430 42,431

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 6円85銭

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載していません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純利益金額(百万円) 290

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 290

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,430

　

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

四半期報告書

20/23



(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

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20年７月30

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

　　100万株(上限)

　（発行済株式総数（自己株式を除く）に

　　対する割合　2.4%）

(3) 株式の取得価額の総額

　　13億円(上限)

(4) 取得する期間

　　平成20年７月31日(木)から

　　平成20年12月19日(金)まで

 

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

日東工業株式会社

取締役会　御中

　

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　　㊞

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　楯　　　　　泰　　治　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日東

工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期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四半期連結財務諸表に対す

る結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

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20年７月30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。

　
 
※１　上記は、四半期レビュー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、その原本は四半期報告書提出会

社が別途保管している。

※２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

日東工業株式会社(E01759)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

