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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 19,350 △23.1 2,123 △65.6 1,986 △66.3 615 △82.7

20年3月期 25,175 4.6 6,172 7.9 5,889 11.7 3,556 13.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 22.42 ― 2.7 6.7 11.0
20年3月期 129.36 ― 16.3 19.9 24.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 28,107 22,350 79.5 813.99
20年3月期 31,310 23,082 73.7 840.64

（参考） 自己資本   21年3月期  22,350百万円 20年3月期  23,082百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 2,739 △2,591 △824 8,742
20年3月期 6,426 △3,701 △885 9,535

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 824 23.2 3.8
21年3月期 ― 15.00 ― 13.00 28.00 768 124.9 3.4

22年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 147.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

5,640 △55.2 210 △93.2 60 △98.1 30 △98.4 1.09

通期 11,800 △39.0 740 △65.1 440 △77.8 260 △57.7 9.47



4.  その他 

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

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 27,514,802株 20年3月期 27,514,802株

② 期末自己株式数 21年3月期  57,258株 20年3月期  56,835株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,860 △21.6 1,715 △68.8 1,303 △74.8 158 △96.1

20年3月期 22,793 5.5 5,489 11.6 5,166 13.6 4,007 49.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 5.79 ―

20年3月期 145.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 26,208 20,787 79.3 757.08
20年3月期 29,529 21,696 73.5 790.17

（参考） 自己資本 21年3月期  20,787百万円 20年3月期  21,696百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関す事項は、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

5,040 △57.6 150 △94.8 0 ― 0 ― ―

通期 10,300 △42.3 420 △75.5 120 △90.8 70 △55.7 2.55
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 
 
１．経営成績 
 
（1）経営成績に関する分析 
当連結会計年度における我が国経済は、第２四半期までは概ね順調に推移しましたが、第３四半期より米国の金融不

安に端を発した国際的金融市場の混乱や株式・為替市場の変動が実体経済に波及し、深刻な景気後退局面となっており

ます。 
海外においても、当社グループの主要市場である欧州、アジアを含め、世界同時不況の様相を呈してまいりました。 
当工具業界においても、自動車・電子・産業機械などの主要業界で設備投資の抑制、減産の動きが拡大し、国内、海

外ともに第３四半期以降市場環境は急速に悪化を続けました。 
このような経済状況のもとで、当社グループは「開発技術の日立ツール」として新商品の開発スピードを加速させ、

「環境配慮型工具」の積極的な商品展開を行うとともに、新たな市場分野の開拓に努めてきましたが、関連産業の需要

の急激な減衰により、売上高は大幅に減少しました。利益面につきましては、需要の急減に対応するための生産調整、

在庫削減、固定費削減等の即効性のある施策を実施するとともに、生産体制・生産拠点の再構築、商品の精選等の構造

改革によりコストの抜本的な見直しに着手しましたが、当連結会計年度においては売上高の減少を補うに至りませんで

した。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 193 億５千万円（前連結会計年度比 23.1％減）、営業利益 21 億２千３百

万円（前連結会計年度比 65.6％減）、経常利益 19 億８千６百万円（前連結会計年度比 66.3％減）、当期純利益６億１千

５百万円（前連結会計年度比 82.7％減）と減収減益となりました。 

次期の見通しといたしましては、世界的な景気後退局面は早期の景気回復は期待しがたく、自動車や産業機械業界な

ど、当社グループの主要ユーザーを取り巻く事業環境も引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。 

当社グループにおきましては、次世代の商品開発に向け基盤技術研究センターを設立し、他企業との差別化を図って

まいります。販売面では、新商品を機軸とする部品加工分野への拡販、新興国への進出、日立グループへの浸透強化な

どの施策を積極的に推進していくとともに、収益面では構造改革の成果を確実にするため、生産拠点の統合による生産

性の向上や、主要製品を７日間で製造する「７days ProductionⓇ」のなお一層の推進により強靭な収益体制を実現して

まいります。 

このような状況を踏まえ、次期の連結業績予想は以下の通りであります。 

 

(連結業績予想) 

売上高 11,800 百万円 （前期比 39.0％減） 

営業利益 740 百万円 （前期比 65.1％減） 

経常利益 440 百万円 （前期比 77.8％減） 

当期純利益 260 百万円 （前期比 57.7％減） 

 
（2）財政状態に関する分析 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

受取手形及び売掛金、関係会社キャッシュプール金の減少により、流動資産は前連結会計年度末に比べて 25 億７千

万円減少して 132 億６千９百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の減少により前連結会計年度末に比

べて６億３千２百万円減少し、148 億３千８百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 32 億３百万円減少し、281 億７百万円

となりました。 

（負債の部） 

買掛金の減少により、流動負債は前連結会計年度末に比べて 23 億７千５百万円減少して 39 億３千７百万円となり

ました。固定負債は、退職給付引当金の減少により前連結会計年度末に比べて９千７百万円減少し、18 億１千９百万

円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 24 億７千１百万円減少し、57 億５

千７百万円となりました。 

（純資産の部） 

当期純利益６億１千５百万円を計上する一方で、配当金の支払により８億２千３百万円減少したために、純資産合

計は、前連結会計年度末に比べて７億３千２百万円減少し、223 億５千万円となりました。 

結果として、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて 5.8 ポイント上昇して 79.5％となりました。また、当連結

会計年度末の１株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べて 26.65 円減少して 813.99 円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 87 億４千２百万円となり、前連結会計年度

末より７億９千３百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は 27 億３千９百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額 22 億２千１百万

円と減価償却費 23 億２千５百万円の増加と法人税等の支払額 25 億１千７百万円による減少であります｡ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は 25 億９千１百万円となりました。これは主に、開発設備の増強、製品の高品質化、

生産合理化等に伴う有形固定資産の取得による支出 28 億６千万円と投資有価証券の売却による収入２億９千８百万円

によるものであります｡ 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は８億２千４百万円となりました。これは主に、配当金の支払額８億２千３百万円に

よるものであります。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 73.7 79.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 93.3 56.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） - - 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） - - 

＊自己資本比率             ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

4.社債等の債務、有利子負債はありません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
利益配分に関しましては、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに株主の皆様に対して安定的な配当の維持および

適正な利益還元を基本としております。 
内部留保につきましては、技術革新に対応する開発投資を積極的に推進するとともに経営体質の効率化・省力化のた

めの投資等に活用し、企業体質と企業競争力の更なる強化に努めてまいります。 
配当に関しましては、収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、株主各位のご期待に沿うよう努めてまいります。 
当期の１株当たり配当金は、中間期末 15 円（中間期につきましてはすでに実施しております。）、当期末配当は、当初

15 円と公表してまいりましたが、平成 21 年３月 16 日に発表したとおり、当事業年度後半より当社を取り巻く経営環境

が急激に悪化し、当期純利益が大幅に減少したため、誠に遺憾ながら 13 円を予定しております。 

また、次期の１株当たり配当金につきましては、世界的な景気悪化を背景に売上高・利益とも大幅に減少する予想で

あることから、中間期末・期末とも７円、通期 14 円を予定しております。 
 
（4）事業等のリスク 
当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因は主要生産品目がデジタル、

ＩＴ関連を始めとして自動車、工作機械、航空機、一般産業分野等の広範囲な産業分野で使用されるため、その需要は

当社グループが販売している国、地域の全般的な経済状態の影響を受けます。 
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２．企業集団の状況 
当社グループは日立ツール株式会社（当社）及び販売子会社２社により構成されており、事業は超硬合金、特殊鋼等

による機械工具、機械刃物、各種機械部品の製造及び販売を営んでおります。 
当社及び関係会社の取引を図示しますと次の通りとなります。 
なお、事業の種類別セグメント情報は、事業区分が単一のため、記載は行っておりません。 
  

             

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（親会社）日立金属株式会社 

日立ツール株式会社 

（製造・販売） 

・Hitachi Tool Engineering 

Europe GmbH（販売） 

・日立刀具（上海）有限公司（販売）

海外連結子会社 

海外ユーザー 

（製 品） （原材料） 

（製 品） 

（製 品） 

（製 品） 

国内ユーザー 

（親会社）株式会社日立製作所 

（製 品） 
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３．経営方針 
 
（1）会社の経営の基本方針 
当社グループは、｢開発技術｣と｢堅実経営｣を経営の基本とし、関連需要産業の要請に即応した事業活動を通して、社

会に貢献することを基本理念としています。また、株主・投資家・取引先・社員そして地域社会など、ステークホルダ

ーの信頼と期待に応えるとともに環境にも考慮して共存共栄を図ることを行動指針としております。 
 
（2）目標とする経営指標 
平成 21 年３月期の中期計画として、売上高 240 億円以上、利益 36 億円以上、ＲＯＥ15％以上、新商品比率 35％以上、

海外輸出比率 30％以上、一株当たり利益 130 円以上を目標に掲げておりました。平成 20 年３月期には売上高、ＲＯＥ、

新商品比率、海外輸出比率の目標数値を達成いたしましたが、急激な経営環境の変化により、当連結会計年度において

海外輸出比率を除き目標を達成することができませんでした。 

次期以降の目標とする経営指標（中期計画）に関しては、経済状況等を勘案し、今後検討する予定です。 
 
（3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 
当社グループは、「指向分野で世界に際立つかけがえのない工具メーカー」を目指して「開発技術の日立ツール」を基

本姿勢として売上、利益の増加を目指します。なお、具体的な数字目標は検討中であります。 

(1)指向商品の強化、拡大 

・商品開発の強化 

・加工半減運動Ⓡ（PRODUCTION50Ⓡ）の推進 

・新分野の開拓 

(2)生産技術の向上 

・コア技術の育成、拡大 

・生産期間の短縮 

(3)メイド・イン・ジャパンでグローバル営業展開 

・海外営業基盤の強化 

・世界で通じる日本でのモノづくりの追求 

 「創る、つくる、売る」サイクル短縮 

 国際市場で通じるコストの創造 

(4)企業価値の創造 

・「開発力」と「モノづくり力」で収益力向上 

(5)人材、能力開発と育成 

・企業体質の強化の基幹として、人材の育成制度を更に充実 
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４．連結財務諸表
（1）連結貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,412 1,824 

受取手形及び売掛金 3,266 921 

たな卸資産 2,208 - 

商品及び製品 - 1,116 

仕掛品 - 413 

原材料及び貯蔵品 - 389 

未収還付法人税等 - 1,075 

関係会社キャッシュプール金 8,123 6,917 

繰延税金資産 688 456 

その他 214 183 

貸倒引当金 △ 73 △ 28 

流動資産合計 15,839 13,269 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,126 2,957 

機械装置及び運搬具（純額） 6,267 6,611 

土地 3,303 3,297 

建設仮勘定 242 137 

その他（純額） 406 322 

有形固定資産合計 13,346 13,326 

無形固定資産 108 124 

投資その他の資産

投資有価証券 1,360 578 

繰延税金資産 422 577 

その他 232 231 

貸倒引当金 △ 0 △ 0 

投資その他の資産合計 2,015 1,386 

固定資産合計 15,470 14,838 

資産合計 31,310 28,107 

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）
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（単位：百万円）

負債の部

流動負債

買掛金 1,166 680 

未払法人税等 1,444 126 

未払消費税等 66 - 

未払費用 1,228 1,135 

役員賞与引当金 27 9 

その他 2,378 1,985 

流動負債合計 6,312 3,937 

固定負債

退職給付引当金 1,781 1,719 

役員退職慰労引当金 89 62 

繰延税金負債 3 - 

その他 41 37 

固定負債合計 1,916 1,819 

負債合計 8,228 5,757 

純資産の部

株主資本

資本金 1,455 1,455 

資本剰余金 807 807 

利益剰余金 20,265 20,069 

自己株式 △ 68 △ 68 

株主資本合計 22,459 22,263 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 472 221 

為替換算調整勘定 150 △ 134 

評価・換算差額等合計 622 86 

純資産合計 23,082 22,350 

負債純資産合計 31,310 28,107 

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）
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（2）連結損益計算書
（単位：百万円）

売上高 25,175 19,350 

売上原価 13,797 12,581 

売上総利益 11,377 6,768 

販売費及び一般管理費 5,205 4,645 

営業利益 6,172 2,123 

営業外収益

受取利息 70 118 

受取配当金 2 10 

為替差益 - 81 

貸倒引当金戻入額 - 44 

投資有価証券売却益 21 - 

リサイクル材売却益 19 16 

助成金収入 - 43 

特許料収入 23 30 

その他 153 47 

営業外収益合計 290 392 

営業外費用

売上割引 370 305 

固定資産除却損 - 114 

その他 203 108 

営業外費用合計 573 529 

経常利益 5,889 1,986 

特別利益 - - 

特別損失

特別退職金 - 835 

減損損失 - 56 

特別損失合計 - 891 

税金等調整前当期純利益 5,889 1,094 

法人税、住民税及び事業税 2,383 223 

法人税等調整額 △ 50 255 

法人税等合計 2,332 478 

当期純利益 3,556 615 

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）
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（3）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本

資本金

前期末残高 1,455 1,455 

当期末残高 1,455 1,455 

資本剰余金

前期末残高 807 807 

当期末残高 807 807 

利益剰余金

前期末残高 17,533 20,265 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 - 11 

当期変動額

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 3,556 615 

当期変動額合計 2,731 △ 208 

当期末残高 20,265 20,069 

自己株式

前期末残高 △ 8 △ 68 

当期変動額

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

当期変動額合計 △ 60 △ 0 

当期末残高 △ 68 △ 68 

株主資本合計

前期末残高 19,788 22,459 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 - 11 

当期変動額

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 3,556 615 

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

当期変動額合計 2,671 △ 208 

当期末残高 22,459 22,263 

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）
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（単位：百万円）

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 545 472 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

△ 73 △ 250 

当期変動額合計 △ 73 △ 250 

当期末残高 472 221 

為替換算調整勘定

前期末残高 140 150 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

9 △ 284 

当期変動額合計 9 △ 284 

当期末残高 150 △ 134 

評価・換算差額等合計

前期末残高 686 622 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

△ 64 △ 535 

当期変動額合計 △ 64 △ 535 

当期末残高 622 86 

純資産合計

前期末残高 20,475 23,082 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 - 11 

当期変動額

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 3,556 615 

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

△ 64 △ 535 

当期変動額合計 2,607 △ 743 

当期末残高 23,082 22,350 

当連結会計年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

前連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日

　　至　平成20年３月31日） 　　至　平成21年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 5,889 1,094 

減価償却費 2,304 2,325 

減損損失 - 56 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 191 △ 61 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 10 △ 39 

受取利息及び受取配当金 △ 73 △ 129 

固定資産除却損 33 114 

売上債権の増減額（△は増加） △ 233 2,221 

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 85 166 

仕入債務の増減額（△は減少） 42 △ 364 

特別退職金 - 835 

その他 316 △ 683 

小計 8,374 5,535 

利息及び配当金の受取額 73 129 

法人税等の支払額 △ 2,020 △ 2,517 

特別退職金の支払額 - △ 407 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,426 2,739 

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 3,296 △ 2,860 

無形固定資産の取得による支出 △ 59 △ 47 

投資有価証券の取得による支出 △ 366 △ 2 

投資有価証券の売却による収入 21 298 

その他 0 21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,701 △ 2,591 

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △ 825 △ 823 

自己株式の取得による支出 △  60 △ 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 885 △ 824 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △ 117 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,846 △ 793 

現金及び現金同等物の期首残高 7,688 9,535 

現金及び現金同等物の期末残高 9,535 8,742 

 12
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（5）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社       ２社 Hitachi Tool Engineering Europe GmbH 

                 日立刀具（上海）有限公司 

(2) 非連結子会社         該当する会社はありません。 

(3) 連結範囲の異動状況      該当する会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項    該当する会社はありません。 

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、Hitachi Tool Engineering Europe GmbH の決算日は３月 31 日であり、親会社と同一であり

ます。また、日立刀具（上海）有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、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お

ります。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの：連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。 

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。 

②たな卸資産 

主として総平均法または後入先出法による原価法を採用しております。 

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切り下げております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

ただし、当社は平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物  ６～45 年   機械装置及び運搬具  ４～10 年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

②役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。 

③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見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

④役員退職慰労引当金 

役員（理事を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、当社は役員退職慰労金内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

（追加情報） 

当社は、平成 20 年５月 27 日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成 20 年６月 20

日開催の株主総会において役員の実際の退任時に取締役会で決議、又は監査役の協議による金額を支払うこと

が承認されました。役員退職慰労金制度廃止日（平成 20 年６月 20 日）までの在任期間に対応する退職慰労金

として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて当連結会計年度末における支給見込額を役員退職慰労引当金に

計上しております。 



日立ツール㈱（5963）平成 21 年３月期 決算短信 

14 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 

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方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金、

関係会社キャッシュプール金（キャッシュプールシステム預け金）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っております。 

 

（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
（リース取引に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業審議会第

一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16

号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用しております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）） 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７月 31 日）が平成 21 年３月

31 日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から

同会計基準を適用しております。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える

影響はありません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は、228 百万円であります。 

（表示方法の変更） 

・連結貸借対照表 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原

材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 1,258 百万円、664 百万円、284 百万円であります。 

また、前連結会計年度まで流動資産「その他」に含めて表示しておりました「未収還付法人税等」については、当

連結会計年度において資産総額の 1/100 を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲記することにいたし

ました。 

なお、前連結会計年度の「未収還付法人税等」は、48 百万円であります。 

・連結損益計算書 

前連結会計年度まで営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「為替差益」及び「貸倒引当金戻入額」に

ついては、当連結会計年度において営業外収益総額の 10/100 を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲

記することにいたしました。 

なお、前連結会計年度の「為替差益」及び「貸倒引当金戻入額」は、それぞれ 29 百万円、13 百万円であります。 

また、前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」については、等

連結会計年度において営業外費用総額の 10/100 を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲記することに

いたしました。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は 33 百万円であります。 
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（8）連結財務諸表に関する注記事項 
 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度末 

（平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度末 

（平成 21 年３月 31 日） 

1.有形固定資産の減価償却累計額 21,116 百万円 21,646 百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

 前連結会計年度 

（平成 20 年３月期） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月期） 

荷造発送費 213 百万円 173 百万円 

販売雑費 549 百万円 293 百万円 

給与諸手当 2,215 百万円 2,053 百万円 

福利厚生費 353 百万円 347 百万円 

旅費交通費 298 百万円 260 百万円 

賃借料 305 百万円 359 百万円 

減価償却費 42 百万円 42 百万円 

役員賞与引当金繰入額 27 百万円 9百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 26 百万円 11 百万円 

 

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 前連結会計年度 

（平成 20 年３月期） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月期） 

 1,142 百万円 1,060 百万円 

 

3.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（平成 20 年３月期） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月期） 

建物及び構築物 9 百万円 3百万円 

機械装置及び運搬具 20 百万円 97 百万円 

その他（工具、器具及び備品） 3 百万円 14 百万円 

計 33 百万円 114 百万円 

 

4.減損損失 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

当社グループは、以下の資産について減損損失を計上いたしました。 

用途 遊休 

種類 土地・建物及び構築物 

場所 大分県中津市 

金額 56 百万円 

（経緯） 

当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業収益構造を改革するため、中津Ｔセンターで生産している製品

（ホルダー）を成田工場に集約しました。これに伴い、減損会計を適用し特別損失処理を行いました。 

（グルーピングの方法） 

遊休資産については個々の物件単位で、事業資産については管理会計上の区分ごとにグルーピングしておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法） 

回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を適用しております。 

正味売却価額については不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額を使用しております。 
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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 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 

（単位：株） 

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 27,514,802 - - 27,514,802

 
2.自己株式に関する事項 

（単位：株） 

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 11,521 45,314 - 56,835

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

買取請求に基づく買取りによる増加 45,000 株 

単元未満株式の買取りによる増加    314 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19年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 412 15
平成19年 
３月31日 

平成19年 
６月25日 

平成19年10月19日 
取締役会 

普通株式 412 15
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20日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 411 15
平成20年 
３月31日 

平成20年 
６月23日 
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当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

1.発行済株式に関する事項 

（単位：株） 

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 27,514,802 - - 27,514,802

 
2.自己株式に関する事項 

（単位：株） 

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 56,835 423 - 57,258

（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    423 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20年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 411 15
平成20年 
３月31日 

平成20年 
６月23日 

平成20年10月20日 
取締役会 

普通株式 411 15
平成20年 
９月30日 

平成20年 
11月28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21年６月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 356 13
平成21年 
３月31日 

平成21年 
６月22日 

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

 前連結会計年度末 

（平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度末 

（平成 21 年３月 31 日） 

現金及び預金 1,412 百万円 1,824 百万円 

関係会社キャッシュプール金 8,123 百万円 6,917 百万円 

現金及び現金同等物期末残高 9,535 百万円 8,742 百万円 
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（セグメント情報） 

1.事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は、産業用工具の製造・販売ならびにこれらの付随業務の単一事業であり、当該事業以

外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 

2.所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 
 

日本 欧州 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 20,267 3,970 937 25,175 - 25,175

(2)セグメント間の内部売上高 3,011 32 - 3,044 (3,044) -

計 23,278 4,002 937 28,219 (3,044) 25,175

営業費用 17,694 3,510 858 22,063 (3,061) 19,002

営業利益 5,584 491 79 6,155 16 6,172

 
当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 
 

日本 欧州 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 15,355 3,029 965 19,350 - 19,350

(2)セグメント間の内部売上高 2,504 27 - 2,532 (2,532) -

計 17,860 3,057 965 21,882 (2,532) 19,350

営業費用 16,144 2,632 917 19,695 (2,468) 17,227

営業利益 1,715 424 47 2,187 (64) 2,123

 
3.海外売上高 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 3,970 3,817 202 7,990

Ⅱ 連結売上高 - - - 25,175

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.8 15.2 0.8 31.7

 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 3,029 3,224 201 6,455

Ⅱ 連結売上高 - - - 19,350

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.7 16.7 1.0 33.4
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（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 

 

（関連当事者情報） 

1.関連当事者との取引 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

または 

出資金 

事業の 

内容 

または 

職業 

議決権等

の 所 有

(被所有)

割合 
役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の

内容 

取引 

金額 
科目 

期末

残高

親会社 
日立金属 

株式会社 

東京都 

港区 
26,284 製造業 

(被所有)

直接 

  51.1%

間接  

   0.4%

兼任 1名

転籍 2名

当社製品の

販売先、同

社製品の購

入及び資金

の融通 

資金の

集中 

管理 

(注)1､2

 

固定資産

の購入等

(注)3 

1,205 

 

 

 

315 

関係会社

ｷｬｯｼｭﾌﾟｰﾙ金

 

 

- 

6,917

 

 

 

- 

(注)1.資金の融通の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

2.資金の集中管理 

平成 11 年度より資金の集中管理を目的とした日立金属グループキャッシュプールシステムに加入しており、

期末残高はその預け金の額であり、流動資産の関係会社キャッシュプール金として表示しております。 

3.固定資産の購入等については、日立金属株式会社の帳簿価額により価格を決定しております。 

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

株式会社日立製作所（上場証券取引所：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク） 

日立金属株式会社 （上場証券取引所：東京、大阪） 
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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 

（単位：百万円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

繰延税金資産   

未払事業税 99 - 

役員退職慰労引当金 36 25 

賞与引当繰入限度超過額 312 183 

退職給付引当金 724 699 

たな卸資産（未実現） 109 31 

減損損失否認額 32 54 

その他 190 358 

繰延税金資産小計 1,505 1,352 

評価性引当額 △52 △75 

繰延税金資産合計 1,453 1,277 

繰延税金負債   

未収還付事業税 - △76 

その他有価証券評価差額金 △321 △151 

特別償却準備金 △23 △15 

繰延税金負債合計 △345 △243 

繰延税金資産の純額 1,108 1,033 

 

(注)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おります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 688 456 

固定資産－繰延税金資産 422 577 

固定負債－繰延税金負債 △3 - 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（単位：％） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 

住民税均等割等 2.3 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

財務諸表等規則第８条の

12 第３項の規定に基づ

き、記載を省略しており

ます。 

43.8 
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（有価証券関係） 
前連結会計年度（平成 20 年３月 31 日現在） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円） 

  取得原価 連結貸借対照表 
計上額 差額 

 (1)株式 194 977 783 

 (2)債券    

連結貸借対照表計上額 ①国債・地方債等 - - - 

が取得原価を超えるもの   ②社債 - - - 

   ③その他 - - - 

 (3)その他 363 374 10 

 小計 558 1,351 793 

 (1)株式 - - - 

 (2)債券    

連結貸借対照表計上額 ①国債・地方債等 - - - 

が取得原価を超えないもの   ②社債 - - - 

   ③その他 - - - 

 (3)その他 - - - 

 小計 - - - 

合  計 558 1,351 793 

 

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額 

21 21 - 

 

3.時価のない有価証券の主な内容 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 摘   要 

(1)満期保有目的の債券 -  

(2)その他有価証券   

   非上場株式    8  
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当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日現在） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円） 

  取得原価 連結貸借対照表 
計上額 差額 

 (1)株式 176 551 374 

 (2)債券    

連結貸借対照表計上額 ①国債・地方債等 - - - 

が取得原価を超えるもの   ②社債 - - - 

   ③その他 - - - 

 (3)その他 - - - 

 小計 176 551 374 

 (1)株式 20 19 △1 

 (2)債券    

連結貸借対照表計上額 ①国債・地方債等 - - - 

が取得原価を超えないもの   ②社債 - - - 

   ③その他 - - - 

 (3)その他 - - - 

 小計 20 19 △1 

合  計 197 570 373 

 

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

売 却 額 売却益の合計額 売却損の合計額 

298 - - 

 

 

3.時価のない有価証券の主な内容 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 摘   要 

(1)満期保有目的の債券 -  

(2)その他有価証券   

   非上場株式    8  

 

（デリバティブ取引関係） 

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ため、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、確定拠出金（企業型年金）制度、退職一時金制度及び総合設立方式の厚生年金基金制度を採用しており

ます。 

 

2.退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日現在）

(1) 退職給付債務 △2,271 △2,534 

(2) 会計基準変更時差異の未処理額 - - 

(3) 未認識数理計算上の差異 489 814 

(4) 未認識過去勤務債務（債務の減額） - - 

(5) 連結貸借対照表計上純額(1)+(2)+(3)+(4) △1,781 △1,719 

(6) 退職給付引当金 △1,781 △1,719 

(注)厚生年金基金の代行部分は含めておりません。 

 

3.退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円） 

  

前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日）

(1) 勤務費用 115 121 

(2) 利息費用 51 56 

(3) 期待運用収益 - - 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 - - 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 36 38 

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 203 216 

(注)厚生年金基金に対する拠出額は上記に含んでおりません。 

 

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日現在）

(1) 割引率 2.5％ 1.73% 

(2) 期待運用収益率 - - 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 - - 

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 - - 

(6) 数理計算上の差異の処理年数 
18年～19年 

(平均残存期間による定額法) 

17年～19年 

(平均残存期間による定額法) 

 

5.厚生年金基金の年金資産に関する事項 

厚生年金基金の年金資産額は下記のとおりであります。 

（単位：百万円） 

  
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日現在）

 年金資産額 4,159 3,595 

(注)資産の按分方法は、掛金拠出割合に基づいて計算しております。 

 

6.要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成 20 年３月 31 日現在） 

年金資産の額          116,372 百万円 

年金財政計算上の給付債務の額  147,188 百万円 

差引額             △30,815 百万円 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成 20 年３月 31 日現在） 

3.09％ 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額      840.64 円 

 

１株当たり純資産額      813.99 円 

 

１株当たり当期純利益     129.36 円 

 

１株当たり当期純利益      22.42 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

3,556 百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳 

                 -百万円 

普通株式に係る当期純利益 

 3,556 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

              27,494,994 株 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

615 百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳 

 -百万円 

普通株式に係る当期純利益 

 615 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

27,457,763 株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
（1）生産実績 

（単位：百万円） 

 前連結会計年度 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） 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

チ ッ プ 9,899 7,395 

切削工具 12,818 9,749 

耐摩工具 446 320 

そ の 他 671 847 

計 23,836 18,312 

(注)金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 
（単位：百万円） 

 前連結会計年度 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） 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

チ ッ プ 10,986 7,285 

切削工具 13,296 9,681 

耐摩工具 434 310 

そ の 他 809 868 

計 25,526 18,146 

(注)金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 
（単位：百万円） 

 前連結会計年度 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） 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

チ ッ プ 10,741 7,904 

切削工具 13,182 10,229 

耐摩工具 443 326 

そ の 他 807 890 

計 25,175 19,350 

(注)金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 
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６．個別財務諸表
（1）貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 717 755 

受取手形 22 11 

売掛金 3,133 681 

製品 834 - 

商品及び製品 - 582 

原材料 224 - 

仕掛品 664 413 

貯蔵品 60 - 

原材料及び貯蔵品 - 389 

未収還付法人税等 48 1,070 

関係会社キャッシュプール金 8,123 6,917 

繰延税金資産 579 386 

その他 42 133 

貸倒引当金 △ 48 △ 12 

流動資産合計 14,403 11,329 

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,976 2,838 

構築物（純額） 149 119 

機械及び装置（純額） 6,265 6,608 

車両運搬具（純額） 2 2 

工具、器具及び備品（純額） 369 292 

土地 3,303 3,297 

建設仮勘定 242 137 

有形固定資産合計 13,309 13,296 

無形固定資産 106 113 

投資その他の資産

投資有価証券 986 578 

関係会社株式 63 63 

その他の関係会社有価証券 19 19 

長期前払費用 44 59 

繰延税金資産 422 577 

その他 172 171 

貸倒引当金 △ 0 △ 0 

投資その他の資産合計 1,709 1,469 

固定資産合計 15,126 14,879 

資産合計 29,529 26,208 

当事業年度
（平成21年３月31日）

前事業年度
（平成20年３月31日）

 26
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（単位：百万円）

負債の部

流動負債

買掛金 1,058 591 

未払金 1,079 466 

未払法人税等 1,287 16 

未払消費税等 66 - 

未払費用 1,141 1,058 

役員賞与引当金 27 9 

預り金 33 43 

預り保証金 1,222 1,409 

その他 2 7 

流動負債合計 5,920 3,601 

固定負債

退職給付引当金 1,781 1,719 

役員退職慰労引当金 89 62 

その他 41 37 

固定負債合計 1,912 1,819 

負債合計 7,833 5,421 

純資産の部

株主資本

資本金 1,455 1,455 

資本剰余金

資本準備金 807 807 

資本剰余金合計 807 807 

利益剰余金

利益準備金 363 363 

その他利益剰余金

特別償却準備金 34 22 

別途積立金 13,335 15,835 

繰越利益剰余金 5,303 2,151 

利益剰余金合計 19,037 18,372 

自己株式 △ 68 △ 68 

株主資本合計 21,231 20,566 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 464 221 

評価・換算差額等合計 464 221 

純資産合計 21,696 20,787 

負債純資産合計 29,529 26,208 

当事業年度
（平成21年３月31日）

前事業年度
（平成20年３月31日）

 27
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（2）損益計算書
（単位：百万円）

売上高 22,793 17,860 

売上原価 13,526 12,694 

売上総利益 9,267 5,165 

販売費及び一般管理費 3,778 3,450 

営業利益 5,489 1,715 

営業外収益

受取利息 62 82 

受取配当金 19 18 

貸倒引当金戻入額 - 36 

投資有価証券売却益 21 - 

不動産賃貸料 10 - 

リサイクル材売却益 19 16 

助成金収入 - 43 

特許料収入 23 30 

その他 75 27 

営業外収益合計 232 253 

営業外費用

売上割引 375 320 

為替差損 - 123 

固定資産除却損 - 114 

その他 179 107 

営業外費用合計 555 665 

経常利益 5,166 1,303 

特別利益

抱合せ株式消滅差益 933 - 

特別利益合計 933 - 

特別損失

特別退職金 - 835 

減損損失 - 56 

特別損失合計 - 891 

税引前当期純利益 6,099 411 

法人税、住民税及び事業税 2,173 47 

法人税等調整額 △ 81 204 

法人税等合計 2,092 252 

当期純利益 4,007 158 

前事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当事業年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

 28
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（3）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本

資本金

前期末残高 1,455 1,455 

当期末残高 1,455 1,455 

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 807 807 

当期末残高 807 807 

資本剰余金合計

前期末残高 807 807 

当期末残高 807 807 

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 363 363 

当期末残高 363 363 

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 48 34 

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △ 13 △ 12 

当期変動額合計 △ 13 △ 12 

当期末残高 34 22 

別途積立金

前期末残高 11,335 13,335 

当期変動額

別途積立金の積立 2,000 2,500 

当期変動額合計 2,000 2,500 

当期末残高 13,335 15,835 

繰越利益剰余金

前期末残高 4,107 5,303 

当期変動額

特別償却準備金の取崩 13 12 

別途積立金の積立 △ 2,000 △ 2,500 

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 4,007 158 

当期変動額合計 1,196 △ 3,152 

当期末残高 5,303 2,151 

利益剰余金合計

前期末残高 15,854 19,037 

当期変動額

特別償却準備金の取崩 - - 

別途積立金の積立 - - 

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 4,007 158 

当期変動額合計 3,182 △ 664 

当期末残高 19,037 18,372 

前事業年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

当事業年度

（自　平成20年４月１日

　　至　平成21年３月31日）

 29
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（単位：百万円）

自己株式

前期末残高 △ 8 △ 68 

当期変動額

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

当期変動額合計 △ 60 △ 0 

当期末残高 △ 68 △ 68 

株主資本合計

前期末残高 18,109 21,231 

当期変動額

特別償却準備金の取崩 - - 

別途積立金の積立 - - 

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 4,007 158 

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

当期変動額合計 3,122 △ 665 

当期末残高 21,231 20,566 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 545 464 

当期変動額

△ 80 △ 243 

当期変動額合計 △ 80 △ 243 

当期末残高 464 221 

評価・換算差額等合計

前期末残高 545 464 

当期変動額

△ 80 △ 243 

当期変動額合計 △ 80 △ 243 

当期末残高 464 221 

純資産合計

前期末残高 18,655 21,696 

当期変動額

特別償却準備金の取崩 - - 

別途積立金の積立 - - 

剰余金の配当 △ 825 △ 823 

当期純利益 4,007 158 

自己株式の取得 △ 60 △ 0 

△ 80 △ 243 

当期変動額合計 3,041 △ 908 

当期末残高 21,696 20,787 

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

　　至　平成20年３月31日） 　　至　平成21年３月31日）

前事業年度 当事業年度

（自　平成19年４月１日 （自　平成20年４月１日

 30



日立ツール㈱（5963）平成 21 年３月期 決算短信 

31 

（4）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

（5）重要な会計方針 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 

①子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

②その他の有価証券 

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。 

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

総平均法または後入先出法による原価法を採用しております。 

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切り下げております。 

３. 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、平成 10 年度の税制改正に伴い、平成 10 年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ６～45 年  機械及び装置 ４～10 年  工具、器具及び備品 ２～20 年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 

４．引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。数

理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

④役員退職慰労引当金 

役員（理事を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。 

（追加情報） 

当社は、平成 20 年５月 27 日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成 20 年６月 20

日開催の株主総会において役員の実際の退任時に取締役会で決議、又は監査役の協議による金額を支払うこと

が承認されました。役員退職慰労金制度廃止日（平成 20 年６月 20 日）までの在任期間に対応する退職慰労金

として、従来の役員退職慰労金規則に基づいて当事業年度末における支給見込額を役員退職慰労引当金に計上

しております。 

５．外貨資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、評価差額は損益として処理しております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 
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（6）重要な会計方針の変更 
（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業

審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改正））を適用し

ております。 

なお、平成 20 年３月 31 日以前に契約を行ったリース契約につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）） 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７月 31 日）が平成 21 年３

月 31 日以前に開始する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基

準を適用しております。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は、228 百万円であります。 

（表示方法の変更） 

・損益計算書 

前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益「不動産賃貸料」（当事業年度 0 百万円）は、金額的重要性が

小さいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。 

また、前事業年度まで営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」については、当

事業年度において営業外収益総額の 10/100 を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記することにいたし

ました。 

なお、前事業年度の「貸倒引当金戻入額」は、13 百万円であります。 

また、前事業年度まで営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」及び「固定資産除却損」

については、当事業年度において営業外費用総額の 10/100 を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記す

ることにいたしました。 

なお、前事業年度の「為替差損」及び「固定資産除却損」は、それぞれ 12 百万円、21 百万円であります。 
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（7）個別財務諸表に関する注記事項 
（貸借対照表関係） 

 前事業年度末 

（平成 20 年３月 31 日）

当事業年度末 

（平成 21 年３月 31 日） 

1.有形固定資産の減価償却累計額 21,053 百万円 21,592 百万円 

  

（損益計算書関係） 

1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

 前事業年度 

（平成 20 年３月期） 

当事業年度 

（平成 21 年３月期） 

受取利息 58 百万円 80 百万円 

 

2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

 前事業年度 

（平成 20 年３月期） 

当事業年度 

（平成 21 年３月期） 

荷造発送費 167 百万円 144 百万円 

販売雑費 548 百万円 292 百万円 

給与諸手当 1,439 百万円 1,372 百万円 

福利厚生費 301 百万円 308 百万円 

退職給付費用 111 百万円 121 百万円 

旅費交通費 207 百万円 195 百万円 

賃借料 226 百万円 239 百万円 

減価償却費 19 百万円 25 百万円 

役員賞与引当金繰入額 27 百万円 9百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 25 百万円 11 百万円 

 

3.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 前事業年度 

（平成 20 年３月期） 

当事業年度 

（平成 21 年３月期） 

 1,142 百万円 1,060 百万円 

 

4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 前事業年度 

（平成 20 年３月期） 

当事業年度 

（平成 21 年３月期） 

建物 1 百万円 2百万円 

構築物 -百万円 0百万円 

機械及び装置 18 百万円 97 百万円 

車両運搬具 -百万円 0百万円 

工具、器具及び備品 2 百万円 14 百万円 

計 21 百万円 114 百万円 

 

5.減損損失 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

当社は、以下の資産について減損損失を計上いたしました。 

用途 遊休 

種類 土地・建物・構築物 

場所 大分県中津市 

金額 56 百万円 

（経緯） 

当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業収益構造を改革するため、中津Ｔセンターで生産している製品

（ホルダー）を成田工場に集約しました。これに伴い、減損会計を適用し特別損失処理を行いました。 

（グルーピングの方法） 

遊休資産については個々の物件単位で、事業資産については管理会計上の区分ごとにグルーピングしておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法） 

回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を適用しております。 

正味売却価額については不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額を使用しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株） 

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 11,521 45,314 - 56,835

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

買取請求に基づく買取りによる増加 45,000 株 

単元未満株式の買取りによる増加    314 株 

 

当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

1.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：株） 

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 56,835 423 - 57,258

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    423 株 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 

平成 21 年３月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 

（単位：百万円） 

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

繰延税金資産   

未払事業税 99 - 

役員退職慰労引当金 36 25 

賞与引当繰入限度超過額 312 183 

退職給付引当金 724 699 

減損損失否認額 32 54 

その他 190 315 

繰延税金資産小計 1,396 1,282 

評価性引当額 △52 △75 

繰延税金資産合計 1,344 1,207 

繰延税金負債   

未収還付事業税 - △76 

その他有価証券評価差額金 △318 △151 

特別償却準備金 △23 △15 

繰延税金負債合計 △342 △243 

繰延税金資産の純額 1,002 963 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（単位：％） 

 前事業年度 当事業年度 

 （平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

法定実効税率 40.7 40.7 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 8.2 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1 △0.5 

住民税均等割等 0.2 6.2 

抱合せ株式消滅差益 △6.2 - 

試験研究費特別税額控除 △1.5 △0.1 

評価性引当額の増加 - 5.6 

その他 0.8 1.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.3 61.4 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額       790.17 円 

 

１株当たり純資産額      757.08 円 

 

１株当たり当期純利益     145.76 円 

 

１株当たり当期純利益     5.79 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益 

4,007 百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳 

                  -百万円 

普通株式に係る当期純利益 

 4,007 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

              27,494,994 株 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益 

158 百万円 

普通株主に帰属しない金額の内訳 

 -百万円 

普通株式に係る当期純利益 

158 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

27,457,763 株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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７．その他 

（1）代表取締役及び役員の異動 

平成 21 年６月 19 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において、次のとおり役員の異動

を行う予定であります。 

 

異動前              異動後               氏名 

 

常務取締役（技術・製造担当）   代表取締役専務（技術・製造担当）  小杉 明 

       

取締役（財務担当）        常務取締役（財務・経営企画担当）  古田章司 

 

取締役              取締役（人事総務・ＣＳＲ担当）   中村正明 

（人事総務・ＣＳＲ・経営企画）  

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




