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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 119,166 △16.1 5,184 △57.6 5,169 △48.4 3,333 △33.8
21年3月期 142,013 △18.7 12,220 △45.3 10,012 △55.5 5,034 △67.6

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 ％ ％ ％

22年3月期 32.88 32.88 3.0 3.4 4.4
21年3月期 49.66 49.66 4.3 6.3 8.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △24百万円 21年3月期  △21百万円

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

22年3月期 148,982 112,141 74.6 1,096.75
21年3月期 152,553 112,275 73.0 1,097.81

（参考） 自己資本   22年3月期  111,210百万円 21年3月期  111,303百万円

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

22年3月期 10,986 △1,327 △1,239 25,120
21年3月期 △10,098 △1,916 599 16,688

2.  配当の状況 

21年3月期 第２四半期配当金の内訳 普通配当11円00銭、記念配当2円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 11.00 13.00 11.00 6.00 41.00 4,156 82.6 3.6
22年3月期 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 2,433 73.0 2.2
23年3月期 

（予想）
6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 40.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

67,000 14.9 4,200 53.4 4,000 42.2 2,500 52.6 24.65

通期 140,000 17.5 10,000 92.9 9,500 83.8 6,000 80.0 59.17
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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）  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） 

詳細は、14ページ「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） 

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、19ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 123,072,776株 21年3月期 123,072,776株
② 期末自己株式数 22年3月期  21,672,513株 21年3月期  21,685,825株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 49,306 △28.6 484 △94.4 3,774 △67.6 3,464 △57.4
21年3月期 69,048 △17.4 8,716 △45.4 11,655 △34.8 8,136 △33.8

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

22年3月期 34.17 34.17
21年3月期 80.26 80.25

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 122,991 112,964 91.8 1,114.04
21年3月期 123,010 111,974 91.0 1,104.42

（参考） 自己資本 22年3月期  112,964百万円 21年3月期  111,974百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は、主要市場の経済状況の変動、為替相場の変動、原材料価格の変動など様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定等については、3ページ「経営成績」の「１．経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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経 営 成 績 

  

１．経営成績に関する分析  
  

 [当期の経営成績]  
 当期の経済状況につきましては、２００８年後半に急激かつ大幅に悪化した景気を立て直すべく各国
が景気刺激策を打ち出し実行した結果、国によってばらつきはありますが、新興国を中心に概ね景気は
下げ止まり、回復の兆しがみえてきました。しかしながら、当社グループの主要市場である日米地域に
おける失業率の高止まりや所得の伸び悩みによる停滞、東欧における景気の低迷、さらには為替も円高
で推移するなど、当社グループにとっては厳しい経営環境となりました。 

  

 このような状況の中で当社グループは、集客力のあるホームセンターや大手量販店などの取引拡大、
新興国での新たな顧客獲得などに努め、２００８年度第４四半期を底として西欧・豪州などで概ね業績
を回復させ、ロシアでも回復の兆しがあらわれてまいりました。しかしながら、米国や日本で、長引く
住宅投資の低迷に大きく影響を受けたことや、東欧や中東の業績が低水準で推移したことなどから、売
上高は前年を下回りました。 

 収益面では、徹底した原価低減に加え、中国工場への生産シフトを進めるなど、コストの削減及び収
益力の強化に努めましたが、売上が減少したことなどにより、大幅な減益となりました。 

 その結果通期での当期連結業績は、売上高１，１９１億６千６百万円（前期比１６％減）、営業利益
５１億８千４百万円（前期比５８％減）、経常利益５１億６千９百万円（前期比４８％減）、当期純利
益３３億３千３百万円（前期比３４％減）となりました。  
    
［セグメント別状況］ 

①電動工具事業 

 日本においては、リチウムイオン電池搭載のコードレス工具の拡販や新規販売ルートの開拓などに努
めましたが、住宅市場の冷え込みや設備投資の低迷などの影響を受け、売上高は前期比１２％の減少と
なりました。  
 北米地域においては、ホームセンタールートのアライアンス強化や大手量販店の新規開拓などに積極
的に取り組みましたが、低水準で停滞している米国の住宅投資などの影響を受け、売上高は前期比  
１５％の減少となりました。  
 欧州地域においては、ドイツ、フランスなどで大手ホームセンターとの取引拡大やロシア、ドイツで
エンジン工具の拡販に努めたものの、東欧で厳しい状況が続いたことや為替の影響などから、売上高は
前期比２１％の減少となりました。  
 アジア、その他の地域においては、インド、豪州などで現地通貨ベースの売上は比較的順調に推移し
ましたが、中東経済の急激な悪化や為替の影響を受け、売上高は前期比１９％の減少となりました。  
 その結果当事業の業績は、売上高１，１３３億８千８百万円（前期比１７％減）、営業利益３５億 
４千６百万円（前期比６７％減）となりました。 

  

②ライフサイエンス機器事業 

 日本においては、設備投資が低迷するなど厳しい状況が続きましたが、期末にかけて大学・官公庁研
究施設の需要が活発になりました。海外においては、新製品の投入効果やワクチンメーカー向け大形超
遠心機の積極拡販などから売上は堅調に推移し、業績を底上げすることができました。 

 その結果当事業の業績は、売上高５７億７千８百万円（前期比３％増）、営業利益１６億３千８百万
円（前期比９％増）となり、営業利益率をさらに高めることができました。 

  

［次期の見通し］ 

 次期の経済環境をみますと、各国の景気対策は当面継続される見通しで、緩やかながら回復傾向で推
移するものと見込まれます。しかしながら、世界の景気回復をけん引してきた中国においては、人民元
の切り上げなどが予想され、加えてドル・ユーロの為替の変動や原材料価格の高騰も懸念されるなど先
行きは不透明であり、決して予断を許さない状況にあります。  
  

 このような状況の下、当社グループは、次のような施策を展開して業績回復を図ってまいります。 

 まず、将来の成長戦略の原動力とすべく、市場が大きく、景気変動の影響を比較的受けにくいエンジ
ン・園芸工具を大きく伸ばしてまいります。ようやく中国工場での増産体制が整い製品ラインアップが
揃いつつありますが、今後はさらに、価格競争力があり欧米の排ガス２次規制に適合した製品のシリー
ズ強化を図るとともに、グローバルでの販売ルートの拡充に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、当社開発力の強みを生かし、リチウムイオン電池搭載製品を中心としたコードレス工具の新製

日立工機㈱（6581）平成22年3月期　決算短信

3



品やガス釘打機など、他社にない新製品を市場に随時投入して、当社ファンの裾野を広げシェアアップ
を図ってまいります。 

 また、地域的には、日米欧の主要３市場において、販売力のある大手ホームセンターや大手量販店と
の新規取引や取引拡大に注力し、売上の底上げを図ってまいります。ロシア、インド、中国といった新
興国では、当社グループの存在感をより高めるべく、営業力を強化し取引先の新規開拓や製品プロモー
ションの積極展開などを実施してまいります。中南米においては、 大市場であるブラジルに新拠点を
立上げ、本格的な市場攻略を開始いたします。  
 ライフサイエンス機器事業においては、ワクチン市場での設備投資案件の確実な取り込み、サービス
活動強化による買い替え需要の取り込み、広範な製品ＰＲ活動による潜在ユーザーの新規需要掘り起こ
しなどにより、引き続き安定的な業績を確保してまいります。 

 一方、収益面では、中国リスクを勘案しつつ、継続した 適地生産への取り組み、生産効率の向上、
材料・部品の現地調達率の更なる改善などの諸施策を強力に推進することにより、収益力の向上を図っ
てまいります。 

 以上のような各種施策を実行することによって、次期の連結業績は次のとおり見込んでおります。な
お、次期の為替レートは１米ドル９０円、１ユーロ１２６円を前提としております。  

  （単位：百万円）

  

  

２．財政状態に関する分析  
  

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

 当期末における総資産は、１，４８９億８千２百万円であり、前期末に比べて３５億７千万円の減少
となりました。このうち流動資産は１，１４９億２千４百万円となり、前期末に比べて１５億１百万円
の減少となりました。これは主に、預け金は増加したものの、積極的に在庫削減施策に取り組んだこと
により棚卸資産が８３億９百万円減少したことなどによるものです。  
 当期末における負債は、３６８億４千１百万円であり、前期末に比べて３４億３千６百万円の減少と
なりました。これは主に、生産調整により支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。  
 当期末における純資産は、１，１２１億４千１百万円であり、前期末に比べて１億３千４百万円の減
少となりました。これは主に、利益剰余金は増加したものの、円高の影響により為替換算調整勘定が変
動したことによるものです。  
  

 (2)キャッシュフローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益６０億４千万円や棚卸資産
の減少などにより、１０９億８千６百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資などにより、１３億２千７百万円の支出と
なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払２４億３千６百万円などにより、  
１２億３千９百万円の支出となりました。 

 以上の結果現金及び現金同等物期末残高は、前期末残高から８４億３千１百万円増加し、２５１億 
２千万円となりました。  
  

  

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  
  

 [利益配分に関する基本方針] 
 将来の事業計画、業績・財務状況などを総合的に勘案の上、株主への利益配分及び内部留保額を決定
してまいります。また、内部留保資金につきましては、コアとなる製品・技術及び合理化設備への重点
投資や事業規模の拡大・シナジー効果が期待できるＭ＆Ａのための資金など、その効率的な配分に努め
ます。  
 配当につきましては、株主の皆様への速やか、かつ積極的な利益還元に努めており、四半期配当を実
施しております。また、年間の配当金額につきましては、経営環境の変化、将来の事業計画、業績・財
務状況などを総合的に勘案し、可能な限り安定的な配当の継続に努めてまいります。  
  

 [当期の配当]  

   売上高  営業利益  経常利益 当期純利益  

 平成２３年３月期  １４０，０００ １０，０００  ９，５００  ６，０００
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 当社は、配当の基本方針に基づき、当期も株主の皆様への利益還元を実施しております。当期の１株
当たりの配当金は、第１四半期、第２四半期、第３四半期それぞれ６円とし既に支払い済みですが、期
末配当につきましても６円を予定しております。この結果、年間配当は２４円となります。  
  

 [次期の配当]  
 次期は、引き続き積極的な利益還元を目指しながら、より安定的な四半期配当を実施すべく、配当は
第１四半期、第２四半期、第３四半期、期末、それぞれ６円と予想しております。これにより、年間配
当は２４円を見込んでおります。  
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企 業 集 団 の 状 況  
  

 当社グループは、当社、子会社51社(非連結子会社１社を含む）及び関連会社１社により構成されて
おり、主な事業は、電動工具等の製造および販売です。なお、上記のほか、親会社として㈱日立製作所
があり、その主な事業は、電気機械器具他各種製品の製造および販売です。 

 当社グループの主な事業の概略図は次のとおりです。  

 
 （注）１．上記概略図は、平成２２年３月３１日現在のものです。  

２．㈱日工タナカエンジニアリング（※1）の主な事業内容は、エンジン工具の製造及び販売
です。  

３．三京ダイヤモンド工業㈱（※2）の主な事業内容は、ダイヤモンド工具（電動工具用アク
セサリ）の製造及び販売です。  

４．※3は、関係会社以外の関連当事者です。  
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経 営 方 針  

  

１．会社の経営の基本方針  
  

  当社グループは、ユーザーニーズに適合したイノベイティブで、かつ使いやすい製品、及び顧客満
足度の高いサービスの提供を通じて社会に貢献することを経営の基本方針とし、積極的な世界展開を図
るグローバル企業として、高い性能・品質の電動工具製品などをワールドワイドに提供しています。ま
た、自らも社会の一員として、「基本と正道」を旨に、コンプライアンスの強化と企業倫理の徹底に努
めることにより、社会から信頼される企業となることを目指しています。  
  

 この基本方針の下、当社グループは、絶えず変動する経営環境の中、その環境変化に迅速に対応しつ
つ、積極果敢な経営施策を実施し、業績の向上、事業の成長性を追求し続けています。今後ますます競
争が激化するマーケットにおいて、当社グループは、グローバルでの熾烈な競争に勝ち抜き、かねてよ
り目標に掲げてきました「世界のメジャープレーヤー」に向かって邁進してまいります。  
  

  

２．目標とする経営指標  
  

  「世界のメジャープレーヤー」を目指して事業規模の拡大を図る一方、継続的な事業の成長・発展
を実現するためには、収益性の追求は欠かせない要素となります。当社グループは、連結営業利益率 
１０％以上を目標とし、更なる企業価値の向上のためにたゆまぬ努力を継続してまいります。  
   
  

３．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題  
  

  当社グループは、ますます激化するグローバル競争に勝ち抜くための強靭な企業体質を構築すべ
く、営業力・製品開発力・コスト競争力の強化などに取り組み、業績の確保・向上に向け様々な経営施
策を積極果敢に推進してまいります。 特に、現下の厳しい市場環境に鑑み、収益力の改善に向けた諸
施策に注力いたします。 

 また、環境経営を重視し、ISO14001の認証範囲を拡大するなど、製造・販売一体となった環境管理の
充実を図っていくとともに、事業活動に伴う廃棄物等の削減や省エネルギーの推進、環境に配慮した製
品（エコプロダクツ）の積極展開など、環境保全活動に積極的に取り組んでまいります。 

  

 今後の中長期的な経営戦略及び対処すべき課題は、次のとおりです。  
①マーケティング及び製品開発力の強化により、ユーザーニーズを的確に捉えた戦略製品の開発、他

社にないイノベイティブな製品の開発を推進し、収益力のある新製品の早期市場投入を実現してま
いります。 

②エンジン・園芸工具事業の事業基盤を整備し、事業の大幅な拡大を進めてまいります。中国生産の
強化を推進し、総コスト低減による収益力の向上を図るとともに、新製品の早期開発、効果的な販
売ルートの確立・強化などをスピードをもって推進し、事業拡大の柱としてまいります。 

③当社独自の多重安全機構を装備したリチウムイオン電池搭載製品について、一充電当たりの作業量
を向上させ耐久性の高いブラシレスモーター搭載製品をはじめ、幅広いシリーズ展開を推進し、グ
ローバルブランドとしての「リチウムの日立」の確立に向けて、積極的に取り組んでまいります。

④各地域の景気動向やカントリーリスクを的確に見極め、日米欧の主要３市場はもとより、ロシア、
インド、中国などでの拡販とともに、中東や中南米など当社グループにとっての新興市場におい
て、更なる販売ルートの開拓や深耕など各種営業施策を積極的かつタイムリーに展開することによ
り、売上の確保、事業規模の拡大を図ってまいります。 

⑤中国人民元の切り上げ予想などを踏まえ、リスク分散を適切に考慮したグローバル 適地生産体制
を確立するとともに、国内・海外の生産拠点においてたゆまぬ生産性の改善や原価低減の徹底推進
など、コスト競争力の強化を図ることにより、収益の確保と安定的な製品供給体制を追求してまい
ります。 

⑥電動工具事業、エンジン・園芸工具事業、アクセサリ（消耗部品）事業への取り組み強化を積極的
に推進し、合計４兆円市場で当社グループの技術開発力、生産拠点、販売網などを有効活用するこ
とによって、更なる業容拡大を図ってまいります。また、Ｍ＆Ａやアライアンスにつきましても、
重要な戦略の一つとして位置づけ、今後も慎重に検討してまいります。   

⑦ライフサイエンス機器事業におきましては、当社の持つ高い技術力を生かした高付加価値製品の積
極的な展開により高収益事業としての成長を図ってまいります。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,620 9,922

預け金 4,068 15,197

受取手形及び売掛金 38,837 41,093

たな卸資産 51,801 43,492

繰延税金資産 5,365 3,737

その他 4,834 2,118

貸倒引当金 △1,102 △638

流動資産合計 116,425 114,924

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 32,482 32,023

減価償却累計額 △20,243 △20,572

建物及び構築物（純額） 12,239 11,450

機械装置及び運搬具 40,504 39,914

減価償却累計額 △34,179 △34,609

機械装置及び運搬具（純額） 6,325 5,305

土地 3,427 3,420

その他 10,631 10,645

減価償却累計額 △8,587 △8,615

その他（純額） 2,043 2,029

有形固定資産合計 24,035 22,206

無形固定資産   

のれん 5,278 4,989

その他 2,118 1,825

無形固定資産合計 7,396 6,814

投資その他の資産   

投資有価証券 971 1,216

繰延税金資産 1,032 1,512

その他 2,694 2,308

貸倒引当金 △3 －

投資その他の資産合計 4,695 5,037

固定資産合計 36,127 34,058

資産合計 152,553 148,982
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,374 8,267

短期借入金 14,194 14,448

未払費用 6,792 6,953

未払法人税等 696 591

役員賞与引当金 83 90

その他 3,438 2,599

流動負債合計 36,579 32,951

固定負債   

退職給付引当金 3,101 3,009

役員退職慰労引当金 401 487

その他 194 392

固定負債合計 3,697 3,889

負債合計 40,277 36,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,813 17,813

資本剰余金 21,555 21,557

利益剰余金 94,116 94,976

自己株式 △13,642 △13,635

株主資本合計 119,843 120,711

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △81

繰延ヘッジ損益 △9 －

為替換算調整勘定 △8,508 △9,418

評価・換算差額等合計 △8,539 △9,500

少数株主持分 972 930

純資産合計 112,275 112,141

負債純資産合計 152,553 148,982
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 142,013 119,166

売上原価 83,978 74,775

売上総利益 58,035 44,390

販売費及び一般管理費 45,814 39,205

営業利益 12,220 5,184

営業外収益   

受取利息 445 191

受取配当金 34 17

不動産賃貸料 522 570

貸倒引当金戻入額 20 －

その他 236 226

営業外収益合計 1,259 1,005

営業外費用   

支払利息 768 364

為替差損 2,205 117

持分法による投資損失 21 24

固定資産除却損 61 68

不動産賃貸費用 292 278

その他 116 167

営業外費用合計 3,466 1,019

経常利益 10,012 5,169

特別利益   

固定資産売却益 964 656

投資有価証券売却益 245 214

特別利益合計 1,210 870

特別損失   

特別退職金 2,032 －

特別損失合計 2,032 －

税金等調整前当期純利益 9,191 6,040

法人税、住民税及び事業税 3,787 1,459

法人税等調整額 238 1,181

法人税等合計 4,026 2,640

少数株主利益 129 66

当期純利益 5,034 3,333
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,813 17,813

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,813 17,813

資本剰余金   

前期末残高 21,533 21,555

当期変動額   

自己株式の処分 22 1

当期変動額合計 22 1

当期末残高 21,555 21,557

利益剰余金   

前期末残高 94,255 94,116

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △89 －

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 5,034 3,333

在外子会社の米国会計基準適用に伴う減少
額

－ △40

当期変動額合計 △48 859

当期末残高 94,116 94,976

自己株式   

前期末残高 △12,340 △13,642

当期変動額   

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 23 10

当期変動額合計 △1,302 7

当期末残高 △13,642 △13,635

株主資本合計   

前期末残高 121,262 119,843

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △89 －

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 5,034 3,333

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 45 11

在外子会社の米国会計基準適用に伴う減少
額

－ △40

当期変動額合計 △1,329 868

当期末残高 119,843 120,711
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 608 △21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △630 △59

当期変動額合計 △630 △59

当期末残高 △21 △81

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 9

当期変動額合計 △9 9

当期末残高 △9 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,086 △8,508

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,421 △910

当期変動額合計 △7,421 △910

当期末残高 △8,508 △9,418

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △477 △8,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,061 △960

当期変動額合計 △8,061 △960

当期末残高 △8,539 △9,500

少数株主持分   

前期末残高 1,102 972

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130 △42

当期変動額合計 △130 △42

当期末残高 972 930

純資産合計   

前期末残高 121,887 112,275

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △89 －

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 5,034 3,333

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 45 11

在外子会社の米国会計基準適用に伴う減少額 － △40

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,191 △1,002

当期変動額合計 △9,521 △134

当期末残高 112,275 112,141
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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 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 9,191 6,040

減価償却費 4,632 3,919

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,216 201

受取利息及び受取配当金 △479 △208

支払利息 768 364

有形固定資産売却損益（△は益） △947 △657

特別退職金 2,032 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,433 △3,913

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,324 7,552

仕入債務の増減額（△は減少） 2,361 △2,678

未払金の増減額（△は減少） △107 △224

未払費用の増減額（△は減少） △125 428

その他 △844 707

小計 2,376 11,530

利息及び配当金の受取額 479 208

利息の支払額 △779 △367

特別退職金の支払額 △1,645 △391

法人税等の還付額 － 1,987

法人税等の支払額 △10,529 △1,981

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,098 10,986

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △122 △608

投資有価証券の売却による収入 732 446

有形固定資産の取得による支出 △2,670 △1,789

有形固定資産の売却による収入 1,021 787

無形固定資産の取得による支出 △836 △291

事業譲受による支出 △172 －

その他 132 127

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,916 △1,327

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,017 1,072

自己株式の取得による支出 △1,326 △2

自己株式の売却による収入 45 11

配当金の支払額 △5,073 △2,436

その他 △64 114

財務活動によるキャッシュ・フロー 599 △1,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,614 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,029 8,431

現金及び現金同等物の期首残高 29,718 16,688

現金及び現金同等物の期末残高 16,688 25,120
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 該当事項はありません。 

  

   [会計処理の変更] 

    ①「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)の適用 

     当連結会計年度より、「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)

      を適用している。 

     数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる損益への影響はない。 

    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661百万円である。  

      

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に関する注記事項、リース取引、税効果会計、金融商

品、退職給付、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、賃貸等不動産に関する注記事項については、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ている。 

  

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

(5）継続企業の前提に関する注記

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

注記事項

（開示の省略）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

    （前連結会計年度）   （当連結会計年度） 

  現金及び預金勘定 12,620 百万円  9,922 百万円 

  預け金勘定 4,068     15,197  

  計 16,688   25,120  

  現金及び現金同等物の期末残高 16,688   25,120  

日立工機㈱（6581）平成22年3月期　決算短信

14



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して、電動工具、ライフサイエンス機器に区分している。 

２．各事業区分の主要製品 

事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して、電動工具、ライフサイエンス機器に区分している。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
電動工具 
（百万円） 

ライフ 
サイエンス機器
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 136,424 5,588 142,013 － 142,013 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － (－) － 

計 136,424 5,588 142,013 (－) 142,013 

営業費用 125,702 4,090 129,792 (－) 129,792 

営業利益 10,722 1,497 12,220 (－) 12,220 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

資産 142,490 10,062 152,553 － 152,553 

減価償却費 4,430 202 4,632 － 4,632 

資本的支出 3,322 184 3,507 － 3,507 

  主要製品 

電動工具 

金工用電動工具、木工用電動工具、コードレス工具、建設用電動工具、 

空気工具（釘打機・ネジ打機・釘打機用コンプレッサ）、木工機械、 

エンジン工具、園芸用工具、家庭用電動工具、集じん機、墨出し器、 

アクセサリ（ダイヤモンド工具、その他消耗部品） 

ライフサイエンス機器 超遠心機、冷却遠心機、小形遠心機、生産用遠心機 
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 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して、電動工具、ライフサイエンス機器に区分している。 

２．各事業区分の主要製品 

事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して、電動工具、ライフサイエンス機器に区分している。 

  
電動工具 
（百万円） 

ライフ 
サイエンス機器
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高       113,388 5,778       119,166 －       119,166 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － (－) － 

計  113,388     5,778        119,166 (－)        119,166 

営業費用        109,841      4,140        113,981 (－)        113,981 

営業利益       3,546      1,638       5,184 (－)       5,184 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

資産        136,778       12,203        148,982 －        148,982 

減価償却費      3,703    215      3,919 －      3,919 

資本的支出      1,987    93      2,080 －      2,080 

  主要製品 

電動工具 

金工用電動工具、木工用電動工具、コードレス工具、建設用電動工具、 

空気工具（釘打機・ネジ打機・釘打機用コンプレッサ）、木工機械、 

エンジン工具、園芸用工具、家庭用電動工具、集じん機、レーザー測定具

(墨出し器・距離計)、アクセサリ（ダイヤモンド工具、その他消耗部品） 

ライフサイエンス機器 超遠心機、冷却遠心機、小形遠心機、生産用連続超遠心機 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア……………シンガポール、マレーシア、中国 

(2）ヨーロッパ………ドイツ、フランス、オランダ、英国 

(3）北アメリカ………米国、カナダ 

(4）その他……………オーストラリア 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

北アメリカ
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円）

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                                                

売上高                                                

(1）外部顧客に 

対する売上高 
 45,538  10,095  55,044  25,384  5,950  142,013  －  142,013

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 29,740  45,406  256  711  33  76,148 (76,148)  －

計  75,278  55,502  55,300  26,096  5,984  218,161 (76,148)  142,013

営業費用  67,403 51,154  54,527  25,883  5,746 204,714 (74,921) 129,792 

営業利益  7,875 4,348  772  213  237 13,447 (1,226) 12,220 

Ⅱ 資産  82,065  32,426  48,389 20,200  2,673 185,756 (33,203) 152,553 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

北アメリカ
（百万円）

その他 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円）

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                                                

売上高                                                

(1）外部顧客に 

対する売上高 
40,119 7,475 43,524 22,075 5,972 119,166 － 119,166 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

15,753 30,784 103 352 － 46,993 (46,993) － 

計 55,872 38,259 43,627 22,427 5,972 166,159 (46,993) 119,166 

営業費用 55,681    35,088 44,151 23,735 5,901   164,560 (50,578)   113,981 

営業利益 190     3,171 (524) (1,308) 71     1,599     3,585     5,184 

Ⅱ 資産 82,639 27,154 45,227  17,903 3,502   176,427 (27,445) 148,982 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア……………シンガポール、マレーシア、中国 

(2）ヨーロッパ………ドイツ、フランス、オランダ、英国、ロシア 

(3）北アメリカ………米国、カナダ 

(4）その他……………オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

ｃ．海外売上高

  アジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,995  55,888  27,110  6,924  100,919

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  142,013

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
7.7 39.4 19.1 4.9 71.1 

  アジア ヨーロッパ 北アメリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,269 44,387 23,068 6,637 82,363 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 119,166 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
  6.9     37.2      19.4    5.6     69.1 
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  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

      

  

  

 該当事項なし。 

（１株当たり情報）

    （前連結会計年度）   （当連結会計年度） 

  一株当たり当期純利益         

    当期純利益 5,034 百万円  3,333 百万円

    普通株主の帰属しない金額 －    －  

    普通株式に係る当期純利益 5,034    3,333  

    普通株式の期中平均株式数 101,382 千株   101,398 千株 

            

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益         

    当期純利益調整額 －    －  

    普通株式増加額 10 千株   2 千株 

    (うち新株予約権) 10              2  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,419 1,743

関係会社預け金 5 12,735

受取手形 463 436

売掛金 17,679 17,080

商品及び製品 10,890 9,133

仕掛品 1,231 1,141

原材料及び貯蔵品 341 389

未収入金 2,160 238

関係会社短期貸付金 10,454 10,319

繰延税金資産 1,534 1,275

その他 128 151

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 53,290 54,625

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,299 23,311

減価償却累計額 △14,329 △14,844

建物（純額） 8,969 8,466

構築物 2,524 2,524

減価償却累計額 △1,849 △1,903

構築物（純額） 675 620

機械及び装置 29,264 28,608

減価償却累計額 △25,067 △25,170

機械及び装置（純額） 4,197 3,437

車両運搬具 577 545

減価償却累計額 △454 △467

車両運搬具（純額） 123 77

工具、器具及び備品 5,282 4,648

減価償却累計額 △4,478 △4,138

工具、器具及び備品（純額） 803 509

土地 1,808 1,807

建設仮勘定 17 5

有形固定資産合計 16,595 14,925

無形固定資産   

のれん 48 45

施設利用権 4 3

ソフトウエア 1,475 1,241

無形固定資産合計 1,528 1,291

投資その他の資産   

投資有価証券 793 1,054

関係会社株式 48,613 48,222

従業員に対する長期貸付金 430 350

繰延税金資産 745 1,163

その他 1,587 1,359

海外投資等損失引当金 △574 －

投資その他の資産合計 51,596 52,149

固定資産合計 69,720 68,366

資産合計 123,010 122,991

日立工機㈱（6581）平成22年3月期　決算短信

20



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,884 3,476

未払金 1,176 682

未払費用 2,537 2,502

未払法人税等 － 191

預り金 266 444

役員賞与引当金 83 90

その他 369 －

流動負債合計 8,317 7,387

固定負債   

退職給付引当金 2,333 2,168

役員退職慰労引当金 385 471

固定負債合計 2,718 2,640

負債合計 11,036 10,027

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,813 17,813

資本剰余金   

資本準備金 21,388 21,388

その他資本剰余金 166 168

資本剰余金合計 21,555 21,557

利益剰余金   

利益準備金 3,080 3,080

その他利益剰余金 83,192 84,223

別途積立金 35,300 35,300

繰越利益剰余金 47,892 48,923

利益剰余金合計 86,273 87,304

自己株式 △13,642 △13,635

株主資本合計 112,000 113,040

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △76

繰延ヘッジ損益 △9 －

評価・換算差額等合計 △26 △76

純資産合計 111,974 112,964

負債純資産合計 123,010 122,991
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 69,048 49,306

売上原価   

製品売上原価 42,171 32,646

売上総利益 26,877 16,659

販売費及び一般管理費 18,160 16,175

営業利益 8,716 484

営業外収益   

受取利息 196 136

受取配当金 3,511 2,875

不動産賃貸料 528 576

その他 44 54

営業外収益合計 4,281 3,643

営業外費用   

支払利息 2 0

固定資産除却損 43 50

為替差損 828 8

賃貸不動産維持費 292 275

海外投資等損失引当金繰入額 145 －

その他 29 17

営業外費用合計 1,342 353

経常利益 11,655 3,774

特別利益   

土地売却益 964 318

投資有価証券売却益 245 214

海外投資等損失引当金戻入益 － 574

特別利益合計 1,210 1,107

特別損失   

特別退職金 1,460 －

関係会社株式評価損 245 967

特別損失合計 1,705 967

税引前当期純利益 11,160 3,914

法人税、住民税及び事業税 2,246 573

法人税等調整額 778 △124

法人税等合計 3,024 449

当期純利益 8,136 3,464
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,813 17,813

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,813 17,813

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 21,388 21,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,388 21,388

その他資本剰余金   

前期末残高 144 166

当期変動額   

自己株式の処分 22 1

当期変動額合計 22 1

当期末残高 166 168

資本剰余金合計   

前期末残高 21,533 21,555

当期変動額   

自己株式の処分 22 1

当期変動額合計 22 1

当期末残高 21,555 21,557

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,080 3,080

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,080 3,080

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 35,300 35,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 35,300 35,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 44,839 47,892

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 8,136 3,464

当期変動額合計 3,052 1,031

当期末残高 47,892 48,923

利益剰余金合計   

前期末残高 83,220 86,273

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 8,136 3,464

当期変動額合計 3,052 1,031

当期末残高 86,273 87,304
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △12,340 △13,642

当期変動額   

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 23 10

当期変動額合計 △1,302 7

当期末残高 △13,642 △13,635

株主資本合計   

前期末残高 110,227 112,000

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 8,136 3,464

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 45 11

当期変動額合計 1,772 1,040

当期末残高 112,000 113,040

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 608 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △625 △59

当期変動額合計 △625 △59

当期末残高 △16 △76

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 9

当期変動額合計 △9 9

当期末残高 △9 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 608 △26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △635 △50

当期変動額合計 △635 △50

当期末残高 △26 △76

純資産合計   

前期末残高 110,836 111,974

当期変動額   

剰余金の配当 △5,083 △2,433

当期純利益 8,136 3,464

自己株式の取得 △1,326 △2

自己株式の処分 45 11

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △635 △50

当期変動額合計 1,137 989

当期末残高 111,974 112,964
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 該当事項なし。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記
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 ６．その他  

（１）役員の異動 

  代表取締役含む役員の異動につきましては、平成22年3月31日開示の「代表取締役等役員の異動に 

 関するお知らせ」にて詳細を掲載しておりますので、ご参照ください。 

  

  

 以 上 
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