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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 3,034 △53.7 △19 ― △3 ― △3 ―

21年3月期第1四半期 6,546 ― 1,819 ― 1,829 ― 1,124 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △0.13 ―

21年3月期第1四半期 40.94 ―

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

22年3月期第1四半期 27,214 22,124 81.3 805.79
21年3月期 28,107 22,350 79.5 813.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,124百万円 21年3月期  22,350百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

21年3月期 ― 15.00 ― 13.00 28.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・業績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判断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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 27,514,802株 21年3月期  27,514,802株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  57,270株 21年3月期  57,258株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 27,457,539株 21年3月期第1四半期 27,457,933株
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【定性的情報・財務諸表等】 

1．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、08 年度下期に引き続き世界的な金融・経済危機によ

る景気停滞局面の中で大変厳しい状況で推移しました。 

 当工具業界におきましても、主要ユーザーである自動車・ＩＴ関連産業での生産調整が継続し、工具需

要については十分な回復には至っておりません。 

 このような厳しい経営環境のもと、当社グループは、08 年度下期から実施している構造改革により収益

性の改善に加え、画期的な新商品「エポックミルスシリーズ」を発売するなど売上高の増加を図りました

が、需要減を補うことはできず、営業損益、経常損益及び四半期純損益ともに損失を計上する結果となり

ました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は受注高31億２千４百万円（前年同期比51.9％

減）、売上高 30 億３千４百万円（前年同期比 53.7％減）、営業損失１千９百万円、経常損失３百万円、四

半期純損失３百万円となりました。 

 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

 資産合計は、272 億１千４百万円（前連結会計年度末比８億９千３百万円減）となりました。これは関

係会社キャッシュプール金の減少が主な要因となっております。 

 負債合計は、50 億８千９百万円（前連結会計年度末比６億６千８百万円減）となりました。これは未払

費用の減少が主な要因となっております。 

 純資産合計は、221 億２千４百万円（前連結会計年度末比２億２千６百万円減）となりました。これは

利益剰余金の減少が主な要因となっております。この結果、自己資本比率は 81.3％、１株当たり純資産は

805.79 円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間のおける現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 74 億６千万円となり、

前連結会計年度末より 12 億８千１百万円減少しました。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） 

 営業活動の結果減少した資金は７億６百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額５億６千万

円と前連結会計年度に計上した特別退職金の支払額１億８千３百万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２億６千５百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出２億７千５百万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３億５千６百万円となりました。これは主に、配当金の支払額３億５千

６百万円によるものであります。 

 

3．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の当社を取り巻く経営環境は、引き続き大変厳しい状況で推移すると予想されますが、当社グルー

プにおきましては、構造改革による収益性の改善と、新商品を中心に、効率的な加工を提案する加工半減

運動の一層の推進により、他企業との差別化を図ってまいります。 

 このような状況を踏まえ、連結業績予想につきましては、平成 21 年４月 23 日に発表した通りでありま

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） 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

1.簡便な会計処理 

① 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等や一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営

環境等や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末の検討において

使用した業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法に

より算定しております。 

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 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おります。 

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

(3) 四半期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 

（在外子会社の四半期連結決算日の変更） 

 従来、決算日が連結決算日と異なる連結子会社日立刀具（上海）有限公司については、連結決算日との

差異が３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度の財務諸表に基づき連結決算を行っておりまし

たが、連結業績をより適切に開示するため、当第１四半期連結会計期間より日立刀具（上海）有限公司に

ついては、親会社第１四半期連結決算日における仮決算による財務諸表にて連結する方法に変更いたしま

した。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、連結売上高は 221 百万円増加し、営業損失は６

百万円、経常損失は４百万円、税金等調整前四半期純損失は４百万円それぞれ減少しております。 

 



5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,102 1,824 
受取手形及び売掛金 1,498 921 
商品及び製品 1,189 1,116 
仕掛品 475 413 
原材料及び貯蔵品 422 389 
未収還付法人税等 1,073 1,075 
関係会社キャッシュプール金 5,357 6,917 
繰延税金資産 426 456 
その他 244 183 
貸倒引当金 △32 △28 

流動資産合計 12,757 13,269 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,903 2,957 
機械装置及び運搬具（純額） 6,408 6,611 
土地 3,297 3,297 
その他（純額） 303 460 
有形固定資産合計 12,912 13,326 

無形固定資産 116 124 
投資その他の資産   
投資有価証券 679 578 
繰延税金資産 537 577 
その他 215 231 
貸倒引当金 △4 △0 

投資その他の資産合計 1,428 1,386 

固定資産合計 14,456 14,838 

資産合計 27,214 28,107 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 537 680 
未払費用 782 1,135 
未払法人税等 89 126 
役員賞与引当金 2 9 
その他 1,928 1,985 
流動負債合計 3,340 3,937 

固定負債   
退職給付引当金 1,648 1,719 
役員退職慰労引当金 64 62 
その他 37 37 
固定負債合計 1,749 1,819 

負債合計 5,089 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 19,709 20,069 
自己株式 △68 △68 

株主資本合計 21,902 22,263 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 280 221 
為替換算調整勘定 △58 △134 

評価・換算差額等合計 221 86 

純資産合計 22,124 22,350 

負債純資産合計 27,214 28,107 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,546 3,034 
売上原価 3,383 2,086 
売上総利益 3,162 947 

販売費及び一般管理費 1,343 967 

営業利益又は営業損失（△） 1,819 △19 

営業外収益   
受取利息 35 12 
受取配当金 10 7 
助成金収入 43 15 
特許料収入 12 14 
その他 28 33 
営業外収益合計 129 82 

営業外費用   
売上割引 93 25 
その他 25 41 
営業外費用合計 119 66 

経常利益又は経常損失（△） 1,829 △3 

特別利益 － － 
特別損失 － － 
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 1,829 △3 

法人税、住民税及び事業税 749 △31 
法人税等調整額 △43 31 
法人税等合計 705 0 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,124 △3 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 1,829 △3 

減価償却費 535 516 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 43 △71 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 6 
受取利息及び受取配当金 △45 △19 
固定資産除却損 0 2 
売上債権の増減額（△は増加） 255 △560 
たな卸資産の増減額（△は増加） △182 △137 
仕入債務の増減額（△は減少） △100 △154 
その他 △193 △55 

小計 2,135 △478 

利息及び配当金の受取額 45 19 
法人税等の支払額 △1,259 △64 
特別退職金の支払額 － △183 

営業活動によるキャッシュ・フロー 921 △706 

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 △503 △275 
無形固定資産の取得による支出 △17 △1 
投資有価証券の売却による収入 386 － 
その他 1 12 

投資活動によるキャッシュ・フロー △132 △265 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
配当金の支払額 △411 △356 
自己株式の取得による支出 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △411 △356 

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 46 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 384 △1,281 

現金及び現金同等物の期首残高 9,535 8,742 
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,919 7,460 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

　 当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 　　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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。

【所在地別セグメント情報】

　 前第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)外部顧客に対する売上高

　(2)セグメント間の内部売上高

　　 又は振替高

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　 当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　(1)外部顧客に対する売上高

　(2)セグメント間の内部売上高

　　 又は振替高

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

【海外売上高】

　 前第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）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　 当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　 該当事項はありません。

連結売上高に占める海外売上高
の割合　(％)

19.4 22.8 1.0 43.2 

連結売上高　(百万円) - - - 3,034 
海外売上高　(百万円) 587 692 30 1,310 

欧州 アジア その他の地域 計

　営業利益 △ 179 87 8 △ 83 64 △ 19 
3,449 (414) 3,034 計 2,487 587 374 

(414) - 414 - - 414 

2,072 587 374 3,034 - 3,034 
　売上高

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

計 消去又は全社 連結日本 欧州 その他の地域

(百万円) (百万円)(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

884 872 12 - 

0.9 

2,135 
6,546 

32.6 

- 

1,819 171 15 1,901 (82) 
6,546 1,050 211 7,431 (884) 

消去又は全社その他の地域 計

- 

連結

　売上高

日本 欧州

計 6,169 
1,713 　営業利益

5,297 

計その他の地域アジア

1,037 211 6,546 6,546 

(884) - 

1,040 57 海外売上高　(百万円)

連結売上高　(百万円)

連結売上高に占める海外売上高
の割合　(％)

欧州

1,037 
- 

15.9 15.8 

- 
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6．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 増減率(％)

チップ 2,736 42.0 1,174 42.3 △ 1,562 △ 57.1 

切削工具 3,387 52.1 1,406 50.7 △ 1,981 △ 58.5 

耐摩工具 110 1.7 36 1.3 △ 74 △ 67.3 

その他 274 4.2 158 5.7 △ 116 △ 42.3 

  計 6,509 100.0 2,775 100.0 △ 3,734 △ 57.4 

(2) 受注実績

金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 増減率(％)

チップ 2,689 41.4 1,411 45.2 △ 1,278 △ 47.5 

切削工具 3,416 52.6 1,519 48.7 △ 1,897 △ 55.5 

耐摩工具 118 1.8 28 0.9 △ 90 △ 76.3 

その他 275 4.2 163 5.2 △ 112 △ 40.7 

  計 6,499 100.0 3,124 100.0 △ 3,375 △ 51.9 

(3) 販売実績

金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 構成比(％) 金　額(百万円) 増減率(％)

チップ 2,763 42.2 1,283 42.3 △ 1,480 △ 53.6 

切削工具 3,391 51.8 1,549 51.1 △ 1,842 △ 54.3 

耐摩工具 113 1.7 37 1.2 △ 76 △ 67.3 

その他 278 4.3 164 5.4 △ 114 △ 41.0 

　計 6,546 100.0 3,034 100.0 △ 3,512 △ 53.7 

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

製品区分

前第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)

前第１四半期連結累計期間

製品区分

前第１四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日

(自　平成21年４月１日

  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日

  至　平成21年６月30日)

  至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

製品区分

比較増減

(自　平成20年４月１日

  至　平成20年６月30日)

比較増減

(自　平成21年４月１日

  至　平成21年６月30日)

比較増減

当第１四半期連結累計期間
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