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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 21,397 △29.5 1,629 △46.3 1,424 △51.2 685 △60.9

21年3月期 30,343 6.7 3,032 5.3 2,920 0.0 1,753 △5.6

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 37.43 ― 5.4 7.5 7.6
21年3月期 95.75 ― 14.9 15.3 10.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △120百万円 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 18,237 12,798 70.2 699.03
21年3月期 19,656 12,469 63.4 680.93

（参考） 自己資本   22年3月期  12,798百万円 21年3月期  12,469百万円

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 2,314 △29 △562 4,457
21年3月期 1,153 △523 △238 2,736

2.  配当の状況 

 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 366 20.9 3.1
22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 274 40.0 2.2

23年3月期 
（予想）

― 7.50 ― 7.50 15.00 29.2

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

10,500 0.5 670 △13.5 670 0.6 400 52.5 21.85

通期 21,800 1.9 1,650 1.3 1,570 10.2 940 37.2 51.34



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、17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、28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 18,399,566株 21年3月期 18,399,566株

② 期末自己株式数 22年3月期  90,218株 21年3月期  87,342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 19,658 △30.1 1,541 △45.7 1,464 △47.3 787 △51.2

21年3月期 28,140 10.0 2,840 12.3 2,777 10.3 1,615 10.4

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 43.02 ―

21年3月期 88.19 ―

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 17,457 12,547 71.9 685.32
21年3月期 18,317 12,082 66.0 659.78

（参考） 自己資本 22年3月期  12,547百万円 21年3月期  12,082百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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 

本資料に記載されている業績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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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

9,600 0.7 630 △9.9 630 △12.3 360 8.2 19.66

通期 19,800 0.7 1,550 0.6 1,480 1.1 840 6.6 45.88
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１．経営成績    

（１）経営成績に関する分析 

① 平成 22 年 3 月期の経営成績の概要     

 当期の日本経済は、期首より生産･輸出の回復で持ち直し気配を見せたものの、その後は投資･消費が低迷 

して雇用悪化や円高も続きました。期末にかけては、輸出拡大や政策効果で景況に再び復活の兆しが高まり

ましたがデフレの影響も依然として続き、自律的な回復には乏しいままに推移しました。当社グループに関連の

深い建設･設備市況は、官民ともに投資抑制が続き当期後半には底打ち基調に転じたものの、極めて緩慢な

回復が続いております。 

このような状況の中で当社グループの売上高は、国内の景況感が改善する中でも民間を中心とした建設･設

備投資需要が回復を見せず、前期を下回る結果となりました。海外事業については、米国において民需が大

幅に減少し、環境公共投資関連も伸び悩みが続きました｡ 

一方、利益面では、商品のコストバリュー強化やトータルコストダウンに鋭意努めたものの、需要減退による

売上高の減少や長期化したデフレの下で熾烈な低価格競争が続いたため、前期を下回りました。 

      また、将来の成長へ向けた事業構造改革の一環として、マテハンシステム事業の一部から撤退し高付加価

値商品へ集中特化したこと等に伴い、事業構造改善費用 126 百万円を特別損失として計上しております。 

その結果、受注高 20,167 百万円(前期比 68％)、売上高 21,397 百万円(同 71％)、経常利益 1,424

百万円(同 49％)、当期純利益 685 百万円(同 39％)となりました。 

 

セグメント別の営業概況は以下のとおりであります。 

 

内装システム 

    クリーンルーム用フロアは、半導体･液晶関連業界の設備投資抑制の影響を受け、当期後半には復調の兆

しが出たものの大幅に減少しました。一方、金融機関の都市型データーセンター向けを中心とした電算室用フ

ロアや、大都市再開発に伴う建設需要に支えられたオフィス用フロアは底堅く推移しましたが、いずれも前期を

下回る水準に終わりました。 

  その結果、受注高 7,600 百万円(前期比 81％)、売上高  7,433 百万円(同 80％)となりました。 

構造システム 

建設投資大幅抑制の影響により、主力商品である鉄骨柱脚工法｢ハイベース｣は工場･物流倉庫･商業施設

等の大型物件を中心に大きく減少し、鉄骨梁補強工法｢ハイリング｣は当期後半より回復傾向にあるものの前期

を下回る水準となりました。また、前期にコストバリューを高めて商品ラインアップも整った制震ダンパは、市場

での認知が進み需要は増加しました。 

 その結果、受注高 6,585 百万円(前期比 56％)、売上高  7,563 百万円(同 61％)となりました。 

マテハンシステム 

国内においては、工作機械用･鉄鋼用など主要な民間分野で設備投資の大幅な減少が続いたため、エンジ

ニアリングチェンは低調に推移しました。水処理チェンは、公共投資抑制が一段と進む中で拡販活動の効果が

表われ、前期並みの水準を確保しました。 

一方、海外事業については、米国においては民間需要の大幅な減少や環境公共関連需要の停滞により低 

迷が続きました。また、中国関連の事業については、子会社である上海日立機材有限公司、(株)コスモテクノス
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の解散および上海駐在員事務所の設立、スプロケットホイール在庫販売事業からの撤退等を進め、事業の選

択と集中を図りました。 

  その結果、受注高 5,981 百万円(前期比 70％)、売上高 6,400 百万円(同 73％)となりました。 

 

② 次期(平成 23 年 3 月期)の見通しと課題 

  国内景気の先行きには明るさが出てきたとはいえ、当社関連の建設･設備市況は一般素材市況に比べて変

動に遅行性が見られることから、本格的な回復へは今しばらくの時日を要するものと思われます。一方で、受注

から施工･納品までのリードタイムが数ヶ月という当社グループの業態から、当期の受注の減少が次期の売上

高確保へ影響することも懸念されます。 

難局が引き続き予想される次期においては、後述の新中期経営計画の実行初年度として、とりわけ差別化

新商品の開発･市場投入とさらなるトータルコストダウンに鋭意取り組んでまいります。さらに、将来を見据えた

事業基盤整備の一環として、親会社グループの販売会社より当社関連の事業を譲受することで国内販売網を

拡充することを計画しております。 

 

③ 目標とする経営指標および中期経営計画等の進捗状況 

a.目標とする経営指標および中期経営計画の概要 

      当社グループは、2010 年度を初年度とする 3 ヶ年の 2012 中期経営計画を策定し、実行を開始しました。 

本経営計画の概要は次のとおりであります。 

      日立機材グループ 2012 中期経営計画(2010～2012 年度)  

      1．基本方針・目標 

          経営体質の強化で新たな成長、魅力ある会社へ  

      ＜目 標＞ ＊連結売上高  280 億円超    

                  ＊連結営業利益率   10%超 

           ＜重点課題と事業戦略のポイント＞ 

          1) 現有事業での更なる市場浸透･商品開発   

              ・高機能差別化新商品の開発と市場投入 

              ・既存販売網の改革 

2) 持続的成長のための事業基盤の整備 

              ・事業構造改革､セグメント別ビジネスモデルの再構築 

              ・営業拠点の再編 

3) 新規事業創出による多角化の模索 

              ・現有事業･商品でのコア･コンピタンスを活かした新規事業の創出 

4) コスト構造改善の推進 

              ・調達･製造コストの大幅な削減 

              ・原価低減の更なる推進 

           5) グローバル化を指向した市場開発 

              ・海外マーケティングに基づく積極的な市場の開拓 
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2．目標とする経営指標･実績(連結ベース)   

                                                 （単位：億円） 

  実績･目標 売上高 営業利益 同左(率) 経常利益 当期純利益 

2009 年度 実績 214 16.3 7.6％ 14.2 6.9 

2010 年度目標値 218 16.5 7.6％ 15.7 9.4

2011 年度目標値 243 19.9 8.2％ 19.7 12.0

2012 年度目標値 282 28.3 10.0％ 28.2 17.2

         

 b.2010 年度の課題 

   当期は 2012 中期経営計画の実行初年度にあたります。景況回復基調の下で需要の減少は底を打ったも

のととらえ、初年度からの反転攻勢を目指すべく、グループの総力を挙げて所定のアクションプランを実践し

てまいります。 

 

（２）財政状態に関する分析     

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 1,418 百万円減少し、18,237 百

万円となりました。流動資産は同 987 百万円の減少の 12,447 百万円となりました。これは関係会社短期貸付

金（日立金属キャッシュプールシステムへの預け金）が増加した一方で、受取手形及び売掛金、たな卸資産

が減少したことによるものです。固定資産は同 431 百万円減少の 5,790 百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債合計は同 1,748 百万円減少し、5,438 百万円となりました。主な要因は買掛金、

未払法人税等、長短借入金の減少であります。 

当連結会計年度末の純資産合計は同 329 百万円増加し、12,798 百万円となりました。主な要因は当期純

利益の計上による増加、配当金の支払による減少であります。この結果、自己資本比率は70.2％に､1株当た

り純資産は 699.03 円になりました。 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ･フローは、仕入債務の減少による 923 百万円、法人

税等の支払額 924 百万円等の支出がありましたが、税金等調整前当期純利益 1,291 百万円に加え、売上債

権の減少 994 百万円、たな卸資産の減少 1,447 百万円等があり、2,314 百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、生産設備合理化を目的とした有形固定資産の取得 117 百万円等の

支出があり、29 百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、長短借入金の減少 241 百万円、配当金 320 百万円等の支出があり、

562 百万円の支出となりました。 

これらの結果、当連結会計年度末における「現金及び現金同等物の残高」は 1,720 百万円増加し、4,457

百万円となりました。 
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<キャッシュ･フロー指標の推移> 

 平成 19 年 

3 月期 

平成 20 年 

3 月期 

平成 21 年 

3 月期 

平成 22 年 

3 月期 

自己資本比率 49.5％ 59.7％ 63.4％ 70.2％

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率  56.9％ 39.8％ 35.6％ 38.9％

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 189％ 15％ 50％ 13％

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 13.4 46.7 75.1 275.6

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／キャッシュ･フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：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×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 

3. 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．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

 

 (３) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

   当社は株式上場以来、株主に厚く報いる基本方針を堅持しており、今後とも安定性を基本として業績を勘案し

た利益還元を実施してまいります。また、社内留保につきましては、成長へ向けた戦略的投資と財務体質の強

化を旨として、計画的に実施していく方針であります。 

   当期末配当につきましては、１株当たり 7.5 円として定時株主総会へ提案させていただき、中間期末の１株当た

り 7.5 円と合わせて年間 15.0 円とする予定であります。 

次期につきましては、業績の回復が早期には困難なことから、１株当たり年間 15.0 円(中間期末 7.5 円・期末

7.5 円)とさせていただく計画であります。 

 

 (４) 事業等のリスク 

      当社グループが認識している当面の事業等のリスクは次のとおりであり、回避へ向けた予防面と現実化した

場合の対処面の双方から、組織的かつ迅速な対応を図ってまいります。 

 ① 市況の長期低迷 

      一昨年秋の米国金融危機に端を発した世界的な景気後退は、当社グループの事業に依然として大きな影

響を与えております。事業環境の悪化に柔軟に即応できる企業基盤の維持へ向けてあらゆる方策を引き続

き講じてまいりますが、長引く市況低迷で需要の停滞が続けば、受注の確保に大きな影響を及ぼす可能性

があります。 

      

②販売価格の下落と調達価格の上昇 

当社グループ関連市場においては不況による需要の減少が続き、供給過多に伴う競合各社間での価格 
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競争が激化しており、一方で金属素材市況は当期後半より世界的に高騰しております。原材料に占める 

鋼材等の比率の高い当社グループにとっては、景気停滞に伴って販売価格の値下げ圧力が更に増幅され 

調達価格の高止まりが続けば、利益の確保に支障を来す可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

    当社の企業集団は、当社、親会社２社、子会社１社で構成されており、内装システムをはじめ、構造システム、

マテハンシステムの製造販売と、各事業に関連する工事等これらに付帯する事業を営んでおります。 

当企業集団を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなります。 

 

　　　　親会社   ㈱日立製作所

連結子会社
Hitachi Maxco,Ltd.

商品・製品の販売及び工事施工　

　　　　　親会社 日立金属㈱ 商品・製品・部品の供給　

マテハンシステム

得　　意　　先

当　　　　社

内装システム 構造システム

 

 

 

３．経営方針            

 (１) 会社の経営の基本方針 

    当社は、｢キラリと光る会社｣を創り上げることを標榜し、独創性に富んだ特色ある商品を生み出すことにより、

｢ダイナミズムあふれる高収益会社｣を目指しております。 

    会社創設以来、建設･産業機械関連の材料･機器市場を中心に、得意分野での差別化と優位性の拡大を志

向しながら商品･サービスの開発力と営業力の強化に努めてまいりました。また、環境･安全･快適性を重視した

商品の開発を鋭意追求し続けており、今後とも経営方針の具現とその拡充に全力を傾注してまいります。 
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 (２) 会社の対処すべき課題 

2008 中期経営計画の目標を大きく上回った前期の好業績から一転、当期はすべての事業セグメントにおい

て大幅な減収減益となりました。前述しました日立機材グループ 2012 中期経営計画に掲げた 2012 年度最終目

標値は、前期実績に近い規模で設定しており、向後 3 ヶ年で前期レベルへ復活･再生を果たすことも本計画の主

旨といえます。とはいえ、本中期経営計画の実践にあたっては、短期的な業績回復の達成のみに拘泥することな

く、持続的成長のための事業構造の再構築へ向けた将来戦略を常に視野に置きながら取り組んでまいります。 

  



4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 93 53

受取手形及び売掛金 5,665 4,656

商品及び製品 1,133 638

仕掛品 1,665 1,151

未成工事支出金 1,281 856

原材料及び貯蔵品 322 260

繰延税金資産 346 253

関係会社短期貸付金 2,676 4,403

その他 271 184

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 13,434 12,447

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,051 1,041

減価償却累計額 △704 △736

建物及び構築物（純額） 347 305

機械装置及び運搬具 1,773 1,741

減価償却累計額 △1,290 △1,338

機械装置及び運搬具（純額） 483 403

工具、器具及び備品 1,290 1,296

減価償却累計額 △1,099 △1,194

工具、器具及び備品（純額） 190 101

土地 3,751 3,740

建設仮勘定 63 58

有形固定資産合計 4,836 4,609

無形固定資産 150 155

投資その他の資産   

投資有価証券 342 126

繰延税金資産 560 605

その他 368 335

貸倒引当金 △36 △42

投資その他の資産合計 1,234 1,025

固定資産合計 6,221 5,790

資産合計 19,656 18,237
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(単位：百万円未満切捨て)

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   

買掛金 3,279 2,271

短期借入金 545 297

1年内返済予定の長期借入金 34 －

未払法人税等 735 365

役員賞与引当金 17 12

工事損失引当金 1 3

その他 1,101 830

流動負債合計 5,714 3,779

固定負債   

退職給付引当金 1,278 1,368

役員退職慰労引当金 26 26

環境対策引当金 － 98

その他 167 165

固定負債合計 1,472 1,659

負債合計 7,187 5,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,635 3,635

資本剰余金 4,677 4,677

利益剰余金 4,210 4,565

自己株式 △36 △37

株主資本合計 12,487 12,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 1

為替換算調整勘定 △12 △44

評価・換算差額等合計 △18 △43

純資産合計 12,469 12,798

負債純資産合計 19,656 18,237
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 30,343 21,397

売上原価 23,709 16,581

売上総利益 6,634 4,816

販売費及び一般管理費   

給料 1,631 1,441

役員賞与引当金繰入額 17 12

退職給付引当金繰入額 89 111

役員退職慰労引当金繰入額 2 －

減価償却費 73 99

賃借料 341 304

貸倒引当金繰入額 － 1

その他 1,445 1,216

販売費及び一般管理費合計 3,601 3,186

営業利益 3,032 1,629

営業外収益   

受取利息 22 21

為替差益 － 7

受取賃貸料 3 3

受取保険金 17 6

役員賞与引当金戻入額 20 －

事業譲渡益 － 15

雑収入 18 12

営業外収益合計 84 65

営業外費用   

支払利息 15 8

持分法による投資損失 21 120

為替差損 30 －

固定資産廃棄損 8 2

支払補償費 25 15

減損損失 29 10

環境対策費 － 87

雑支出 66 26

営業外費用合計 196 270

経常利益 2,920 1,424

特別利益   

子会社清算益 － 8

特別利益合計 － 8
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(単位：百万円未満切捨て)

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) 

特別損失   

子会社整理損 48 －

事業構造改善費用 － 126

関係会社株式売却損 － 15

特別損失合計 48 141

税金等調整前当期純利益 2,871 1,291

法人税、住民税及び事業税 1,220 560

法人税等調整額 △102 46

法人税等合計 1,118 606

当期純利益 1,753 685
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 3,635 3,635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,635 3,635

資本剰余金   

前期末残高 4,677 4,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,677 4,677

利益剰余金   

前期末残高 2,776 4,210

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,753 685

持分法の適用範囲の変動 － △9

当期変動額合計 1,433 355

当期末残高 4,210 4,565

自己株式   

前期末残高 △32 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △36 △37

株主資本合計   

前期末残高 11,058 12,487

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,753 685

自己株式の取得 △3 △1

持分法の適用範囲の変動 － △9

当期変動額合計 1,429 354

当期末残高 12,487 12,841
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(単位：百万円未満切捨て)

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 35 △5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 7

当期変動額合計 △40 7

当期末残高 △5 1

為替換算調整勘定   

前期末残高 20 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 △31

当期変動額合計 △32 △31

当期末残高 △12 △44

評価・換算差額等合計   

前期末残高 55 △18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73 △24

当期変動額合計 △73 △24

当期末残高 △18 △43

純資産合計   

前期末残高 11,113 12,469

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,753 685

自己株式の取得 △3 △1

持分法の適用範囲の変動 － △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73 △24

当期変動額合計 1,355 329

当期末残高 12,469 12,798
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 2,871 1,291

減価償却費 399 361

減損損失 29 10

受取利息及び受取配当金 △24 △22

支払利息 15 8

持分法による投資損益（△は益） － 120

売上債権の増減額（△は増加） △297 994

たな卸資産の増減額（△は増加） △231 1,447

仕入債務の増減額（△は減少） △689 △923

その他 110 △63

小計 2,183 3,224

利息及び配当金の受取額 27 22

利息の支払額 △15 △8

法人税等の支払額 △1,041 △924

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,153 2,314

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 △479 △117

その他 △43 87

投資活動によるキャッシュ・フロー △523 △29

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） 155 △208

長期借入金の返済による支出 △69 △33

配当金の支払額 △319 △320

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △238 △562

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387 1,720

現金及び現金同等物の期首残高 2,348 2,736

現金及び現金同等物の期末残高 2,736 4,457
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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． 連結範囲に関する事項
　（１）連結子会社数　　　１社　　
　　　　連結子会社名は、「企業集団の状況」に記載しているため省略いたしました。
　　　　なお、連結子会社でありました上海日立機材有限公司につきましては、当連結会計年度中に清算
　　　　結了したため連結の範囲から除外しております。
　（２）非連結子会社　　　該当ありません。
２． 持分法の適用に関する事項
　（１）持分法を適用した非連結子会社数　　　該当ありません。
　　　　なお、持分法適用非連結子会社でありました㈱コスモテクノスにつきましては、当連結会計年度中
　　　　に清算結了したため、持分法適用非連結子会社から除外しております。
　（２）持分法を適用した関連会社数　　　　　該当ありません。
　　　　なお、持分法適用関連会社でありました㈱杉山チェン製作所につきましては、当連結会計年度中に
　　　　当社が保有する株式を一部売却したため、持分法適用関連会社から除外しております。
３． 連結子会社の事業年度に関する事項
　　　　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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：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しております。）
　  　　　時価のないもの：総平均法による原価法。
　　　②デリバティブ：時価法。
　　　③たな卸資産：主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
　　　　　　　　　　 切下げの方法により算定）。
　（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）
　　　　　主として定率法による減価償却を実施しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した
　　　　　建物（附属設備は除く）については、定額法によっております。
　　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　　　　　　　　　建物及び構築物 　　…… 2～47年
　　　　　　　　　　機械装置及び運搬具 …… 3～12年
　　　②無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　主として定額法による減価償却を実施しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）に
　　　　　ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
　　　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。
　　　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前
　　　　　の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、以下の区分により引当金を計上しております。
　　　　　1）一般債権：主として貸倒実績率によっております。
　　　　　2）貸倒懸念債権及び破産更生債権：主として個別に回収可能性を検討し、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、当連結会計年度における支給見込額に基づき
　　　　　計上しております。

 　   ③工事損失引当金

　　　　　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末の未引渡し工事のうち、損失が

　　　　　発生すると見込まれ、かつ、当連結会計年度末時点で当該損失額を合理的に見積ることが可

　　　　　能な工事について、当連結会計年度以降の損失見積額を計上しております。
　　　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
　　　　　に基づき計上しております。
　　　　　過去勤務債務については、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（13年）
　　　　　による定額法により費用処理することとしております。
　　　　　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以内の一定の年数（13年）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。
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　　　⑤役員退職慰労引当金 
　　　　　平成20年６月24日の定時株主総会の日において役員退職慰労引当金制度を廃止いたしました。こ
　　　　　れに伴い当該制度廃止日までの期間に対応する退職慰労金支給見込額を固定負債の「役員退職慰
　　　　　労引当金」に計上しております。
      ⑥環境対策引当金
　　   　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の規定によるポリ塩化
　　　    ビフェニル廃棄物の処分費用に充てるため、当連結会計年度末における処理費用の見込額を計上
          しております。
　（４）重要な収益及び費用の計上基準
　　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準 
　　　　　当連結会計年度に着手した工事契約から当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性
　　　　　が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の
　　　　　工事については工事完成基準を適用しております。
　（５）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、在外子会社の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場
　　　　　により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均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。
　（６）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・・・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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については、全面時価評価法を採用しております。
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
　　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
　　　　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事
　　　　　契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計
　　　　　基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当連結会計年度より適用
　　　　　し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確
　　　　　実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他
　　　　　の工事については工事完成基準を適用しております。これによる当連結会計年度の売上高、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。

（８）表示方法の変更
　　　（連結貸借対照表関係）

　　　　　前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて表示していた「環境対策引当金」は、当連結

　　　　　会計年度より区分掲記する方法に変更しております。なお、前連結会計年度における「環境対策

　　　　　引当金」は6百万円であります。
　　　（連結損益計算書関係）

　　　　　前連結会計年度まで区分掲記していた「役員賞与引当金戻入額」（当連結会計年度2百万円）は

　　　　　金額が僅少となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示することに変更しております。
　　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　前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」の「その他」に含めていた
　　　　　「持分法による投資損益」は重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記することと
　　　　　しております。なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」のその他に含
　　　　　まれる「持分法による投資損益」は21百万円であります。
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（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

　①非連結子会社及び関連会社に関する項目
　　非連結子会社及び関連会社に対するものは
　　次のとおりであります。
　　　　投資有価証券（株式）
　②消費税に関する項目
　　流動負債のその他に含まれている未払消費
　　税等の金額は次のとおりであります。
  ③保証債務
　　次の従業員の金融機関借入金等に対し、
　　保証を行っております。
　　　　従業員（住宅融資）
　④手形信託契約に基づく遡及義務
　⑤たな卸資産及び工事損失引当金の表示

（連結損益計算書関係）

　①一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
　②子会社整理損

　③事業構造改善費用

（連結株主資本等変動計算書関係）
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）

　①発行済株式の種類及び総数に関する事項

　②自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

　③配当に関する事項
（１）配当金支払額

（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

当連結会計年度

375百万円

－

当連結会計年度

　　　　　　－

75百万円

103百万円

143百万円

損失が見込まれる工事契
約に係る未成工事支出金
と工事損失引当金は、相
殺せずに両建てで表示し
ております。損失の発生
が見込まれる工事契約に
係る未成工事支出金のう
ち、工事損失引当金に対
応する額は3百万円であり
ます。

前連結会計年度

前連結会計年度

279百万円

142百万円

114百万円

207百万円

平成20年10月22日
取締役会

普通株式 183 10.00

10.00 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成20年9月30日

効力発生日

平成20年12月1日

平成21年6月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 183

決議 株式の種類

決議 株式の種類

平成20年6月24日
定時株主総会

普通株式 137 7.50 平成20年6月25日

配当の原資
配当金の総額
（百万円）

効力発生日

平成20年3月31日

増加

増加

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日

１株当たり配当額
（円）

基準日

当連結会計年度末
18,399,566

株式の種類

株式の種類 前連結会計年度末

前連結会計年度末
18,399,566           

当連結会計年度末
-                  87,342

普通株式（株）

普通株式（株） 78,755               

-                  

－

8,587              

-                  

減少

減少

子会社整理損は、連結子
会社である上海日立機材
有限公司に関して、親会
社の平成21年3月開催の取
締役会にて決議した同社
の解散に伴う損失見積額
であります。

323百万円

－

事業構造改善費用は、構
造改革の一環として、マ
テハンシステムにおいて
実行した一部の事業の撤
退に伴い発生した、たな
卸資産処分費用55百万
円、特別退職金48百万円
等であります。
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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）
　①発行済株式の種類及び総数に関する事項

　②自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
　③配当に関する事項

（１）配当金支払額

（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

（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

　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と金額の関係

現金及び預金 93百万円　 53百万円　
△33百万円　

関係会社短期貸付金 2,676百万円　 4,403百万円　
（キャッシュプールシステム預け金）

現金及び現金同等物の期末残高 2,736百万円　 4,457百万円　

当連結会計年度末
18,399,566

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） 18,399,566           -                  -                 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

決議 株式の種類

普通株式（株） 87,342               2,876              -                 

137 7.50

平成21年6月23日
定時株主総会

普通株式 183 10.00

決議 株式の種類

平成21年10月26日
取締役会

普通株式

平成22年6月28日

１株当たり配当額
（円）

基準日

平成22年3月31日

90,218

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

効力発生日

平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年9月30日 平成21年12月1日

基準日 効力発生日

　　　　　－預入期間が３ヶ月を超える定期預金

配当の原資
配当金の総額
（百万円）

平成22年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 137 7.50
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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

　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） （単位：百万円未満切捨て）
内 装 構 造 マ テ ハ ン 消去又は

シ ス テ ム シ ス テ ム シ ス テ ム 計 全 社 連 結

Ⅰ.　売上高及び営業損益　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　 9,247 12,334 8,761 30,343       - 30,343

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高       -       -       -       -       -       -

計 9,247 12,334 8,761 30,343       - 30,343

　営業費用 8,744 10,178 8,387 27,310       - 27,310

　営業利益 502 2,156 373 3,032       - 3,032

Ⅱ.　資産、減価償却費及び資本的支出                                                       

　資産 4,144 3,035 5,440 12,620 7,036 19,656

　減価償却費 163 0 172 336 63 399

　資本的支出 106 1 249 357 185 543

　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） （単位：百万円未満切捨て）
内 装 構 造 マ テ ハ ン 消去又は

シ ス テ ム シ ス テ ム シ ス テ ム 計 全 社 連 結

Ⅰ.　売上高及び営業損益　       

　(1) 外部顧客に対する売上高　　　 7,433 7,563 6,400 21,397       - 21,397

　(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高       -       -       -       -       -       -

計 7,433 7,563 6,400 21,397       - 21,397

　営業費用 6,962 6,554 6,251 19,768       - 19,768

　営業利益 471 1,009 149 1,629       - 1,629

Ⅱ.　資産、減価償却費及び資本的支出                                                       

　資産 3,293 1,927 4,027 9,247 8,989 18,237

　減価償却費 103 1 165 270 91 361

　資本的支出 35 0 72 108 64 173

（注）１．事業区分の方法

　　　　　原則として商品の種類、市場の類似性に基づき内部管理上採用している事業区分によっております。 

　　　２．各事業区分の主要商品

事 業 区 分

内 装 シ ス テ ム

構 造 シ ス テ ム

  　マ  テ  ハ  ン  シ  ス  テ  ム

　　（前連結会計年度）

　　　３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,036百万円で

　　　　　あり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）､長期投資資金（差入敷金保証金

　　　　　及び会員権）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。

　　　４．「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度から法人税法の改正を契機として資産状況の見直し

　　　　　を行い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

　　　　　べ、当連結会計年度における営業利益は「内装システム」が7百万円、「構造システム」が0百万円、

　　　　　「マテハンシステム」が14百万円減少しております。

建築構造用接合部材（スーパーハイベース工法、ハイベース・エコ工
法、ＳＲＣスーパーハイベース工法、ハイブレード工法）、建築構造用
補強部材（ハイリングⅡ工法）、制震用部材（ハイビルダム）

伝動用ローラチェン、各種コンベヤチェン、水処理用チェン、ＡＴＣ
チェン、鋳物チェン、食品産業用チェン及びベルト、各種スプロケット
ホイール、スナップアイドル、ケーブルトラック

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

主　　　　要　　　　商　　　　品　　　　　

フリーアクセスフロア（オフィス用フロア・電算室用フロア・クリーン
ルーム用フロア）、免震システム、機器固定・パネル固定
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　　（当連結会計年度）

　　　５．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,989百万円で

　　　　　あり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）､長期投資資金（差入敷金保証金

　　　　　及び会員権）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。

　　　６．「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、

　　　　　「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

　　　　　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。

　　　　　これによる売上高、営業利益に与える影響はありません。

２．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　 日 本 北 米
その他の地

域 計
消去又は
全 社 連 結

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 28,019 2,294 29 30,343       - 30,343
　　(2)  セグメント間の内部売上高
　　　　 又は振替高

計 28,140 2,294 365 30,800 (457) 30,343

　　　 営業費用 25,298 2,135 327 27,760 (449) 27,310

　　　 営業利益 2,842 159 38 3,040 (7) 3,032

Ⅱ． 資産 11,109 1,404 155 12,669 6,987 19,656

　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） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　 日 本 北 米
その他の地

域 計
消去又は
全 社 連 結

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 19,579 1,804 13 21,397       - 21,397
　　(2)  セグメント間の内部売上高
　　　　 又は振替高

計 19,658 1,811 83 21,554 (156) 21,397

　　　 営業費用 18,115 1,760 85 19,960 (192) 19,768

　　　 営業利益又は営業損失（△） 1,543 51 △ 2 1,593 36 1,629

Ⅱ． 資産 8,221 1,043       - 9,265 8,972 18,237

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　　　　　(1)北　　 米 　 ～　アメリカ
　　　　　(2)その他の地域 　～　中国
　　（前連結会計年度）
　　　３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,036百万円で
　　　　　あり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）､長期投資資金（差入敷金保証金
　　　　　及び会員権）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。
　　　４．「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度から法人税法の改正を契機として資産状況の見直し
　　　　　を行い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比
　　　　　べ、当連結会計年度における営業利益は「日本」が22百万円減少しております。
　　（当連結会計年度）
　　　５．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,989百万円で
　　　　　あり、その主なものは親会社での余資運用資金（現金及び預金）､長期投資資金（差入敷金保証金
　　　　　及び会員権）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。

　　　６．「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、

　　　　　「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

　　　　　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。

　　　　　これによる売上高、営業利益に与える影響はありません。

70 156       -

(457)       -

79 (156)

121 0 335 457

7
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３．海外売上高

　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） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　

Ⅰ　海外売上高

Ⅱ　連結売上高

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

　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） （単位：百万円未満切捨て）

　　　　　　　　

Ⅰ　海外売上高

Ⅱ　連結売上高

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合(%)

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
　　　２．各区分に属する主な国又は地域
　　　　　(1)北　米 　～　アメリカ、カナダ
　　　　　(2)その他 　～　ヨーロッパ諸国、中南米、アジア、オセアニア、中近東、アフリカ諸国
　　　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ります。

－ － 21,397

8.3 2.8 11.1

計

1,776 597 2,373

北米 その他の地域

北米

2,277

7.5

924

3.1

－

10.6

－

計

3,202

30,343

その他の地域
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（ リース取引関係 ）

① ①

3 百万円 75 百万円 79 百万円 67 百万円 67 百万円

1 百万円 45 百万円 46 百万円 51 百万円 51 百万円

2 百万円 30 百万円 32 百万円 16 百万円 16 百万円

② ②

15 百万円 11 百万円

18 百万円 5 百万円

33 百万円 16 百万円

③ ③

17 百万円 15 百万円

16 百万円 14 百万円

1 百万円 0 百万円

④ ④

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法

（減損損失について） （減損損失について）

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方
減価償却費相当額の算定方法

　　同　　左

支払利息相当額

減価償却費相当額の算定方法
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

支払リース料

支払利息相当額

減価償却費相当額減価償却費相当額

支払リース料

合 計

支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、
減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損
損失

期 末 残 高
相 当 額

一 年 超

一年以内

未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

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

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース
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おり、その内容は次のとお
りであります。

取 得 価 額
相 当 額

減価償却累計
額 相 当 額

未経過リース料期末残高相当額

リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び期
末残高相当額

工具､器具
及 び 備 品

合 計

取 得 価 額
相 当 額

減価償却累計
額 相 当 額

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

支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、
減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損
損失

期 末 残 高
相 当 額

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

未経過リース料期末残高相当額等

リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び期
末残高相当額

合 計

一年以内

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース
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おり、その内容は次のとお
りであります。

リース資産に配分された減損損失はありま
せん。 　　同　　左

リース料総額とリース物件の取得価額相当
額の差額を利息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によっておりま
す。

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おります。

　　同　　左

機械装置及
び 運 搬 具

工具､器具
及 び 備 品

合 計

一 年 超
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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）

（追加情報）

　当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第11号）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準第13号）を適用しております。

　この結果、従来の開示対象範囲に加えてHitachi America Capital, Ltd.が開示対象に追加されています。

１．関連当事者との取引

（１）　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　（ア）　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

百万円 百万円 百万円

親 会 社  日立金属(株) 東 京 都 26,283 鉄 鋼 業   被所有 　当社商品・部品の仕入  商品・部品 3,509 買 掛 金 729

港   区      直接  65.4 % 　並びに販売   の 仕 入

     間接   0.4 %  資金の貸付 437 短期貸付金 2,676

取引条件及び取引条件の決定方針等

  1. 商品・部品の仕入については、当社商品の市場価格から算定した価格、並びに日立金属(株)から提示された
　　 総原価を検討し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  2. 資金の貸付については、貸付金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 この貸付は、日立金属
　　 キャッシュプールシステム（日立金属グループ企業相互間で日々の余剰資金を融通し合うシステム）による
　　 ものであるため、取引金額については純額で表示しております。
　 （注）　上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しており、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

　（イ）　連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

百万円 百万円 百万円

親 会 社  日立金属 東 京 都 350 卸 売 業   被所有 　当社商品の販売  商品の販売 9,297 売 掛 金 642

の 子 会 社    ｱﾄﾞﾒｯﾄ(株) 中 央 区      直接  0.2 %

取引条件及び取引条件の決定方針等

  1．商品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件
　　 と同様に決定しております。
　 （注）　上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しており、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

（２）　連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　（ア）　連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

米百万ドル 百万円 百万円

親 会 社 Hitachi アメリカ 3 北米の日立 な　　し 　資金の借入先 9 短期借入金 505
の 子 会 社 America グループ会

Capital, 社への融資 一年内返済

Ltd. キャッシュ 予定の長期 34
マネジメン 借入金

トサービス

 利息の支払 9 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

 1．資金の借入については、借入金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額については純額で表示して
　 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
　　㈱日立製作所（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、ニューヨーク証券
    取引所に上場）
　　日立金属㈱（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場）

（２）　重要な関連会社の要約財務情報
　　該当事項はありません。

（ 関連当事者情報 ）

関連当事者との関係

　役員の兼任

関連当事者との関係

関連当事者との関係

 Hitachi
Maxco,Ltd.
の資金の借

入
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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）

１．関連当事者との取引

（１）　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　（ア）　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

百万円 百万円 百万円

親 会 社  日立金属(株) 東 京 都 26,283 鉄 鋼 業   被所有 　当社商品・部品の仕入  商品・部品 1,590 買 掛 金 370

港   区      直接  65.4 % 　並びに販売   の 仕 入

     間接   0.4 %  資金の貸付 1,727 短期貸付金 4,403

取引条件及び取引条件の決定方針等

  1. 商品・部品の仕入については、当社商品の市場価格から算定した価格、並びに日立金属(株)から提示された
　　 総原価を検討し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
  2. 資金の貸付については、貸付金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 この貸付は、日立金属
　　 キャッシュプールシステム（日立金属グループ企業相互間で日々の余剰資金を融通し合うシステム）による
　　 ものであるため、取引金額については純額で表示しております。
　 （注）　上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しており、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

　（イ）　連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

百万円 百万円 百万円

親 会 社  日立金属 東 京 都 350 卸 売 業   被所有 　当社商品の販売  商品の販売 6,416 売 掛 金 1,217

の 子 会 社    ｱﾄﾞﾒｯﾄ(株) 中 央 区      直接  0.2 %

取引条件及び取引条件の決定方針等

  1．商品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件
　　 と同様に決定しております。
　 （注）　上記の取引金額は、消費税等抜きで表示しており、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

（２）　連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　（ア）　連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
（単位　百万円未満切捨）

会 社 等 資 本 金 又 は 事業の内容 議 決 権 等 の 所 有

種類 の 名 称 所在地 出 資 金 又 は 職 業 (被所有)割合（％） 取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

又 は 氏 名

米百万ドル 百万円 百万円

親 会 社 Hitachi アメリカ 3 米州の日立 な　　し 　資金の借入先 279 短期借入金 260
の 子 会 社 America グループ会

Capital, 社への融資 一年内返済

Ltd. キャッシュ 予定の長期 －
マネジメン 借入金

トサービス

 利息の支払 4 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

 1．資金の借入については、借入金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額については純額で表示して
　 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
　　㈱日立製作所（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、ニューヨーク証券
    取引所に上場）
　　日立金属㈱（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場）

（２）　重要な関連会社の要約財務情報
　　該当事項はありません。

 Hitachi
Maxco,Ltd.
の資金の借

入

関連当事者との関係

関連当事者との関係

関連当事者との関係

　役員の兼任
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円未満切捨） （単位：百万円未満切捨）

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

退職給付引当金 516 退職給付引当金 553

未払賞与 163 未払賞与 144

役員退職慰労引当金 10 役員退職慰労引当金 10

未払事業税 58 未払事業税 28

減損損失 278 減損損失 282

その他 186 連結子会社繰越欠損金 553

　繰延税金資産合計 1,213 その他 195

　評価性引当額 △ 304 　繰延税金資産合計 1,769

　繰延税金資産合計 908 　評価性引当額 △ 908

（繰延税金負債） 　繰延税金資産合計 860

その他有価証券評価差額金 △ 1 （繰延税金負債）

その他 △ 0 その他有価証券評価差額金 △ 1

　繰延税金負債合計 △ 1 　繰延税金負債合計 △ 1
　繰延税金資産の純額 907 　繰延税金資産の純額 858

２． ２．

(単位：％）

法定実効税率 40.4

(調整）

評価性引当金 0.3

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9

住民税等均等割額 1.5

在外子会社との税率差異 1.5

持分法による投資損益 3.8

試験研究費税額控除 △ 1.6

その他 0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9

（金融商品関係）

　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ております。

（有価証券関係）

　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ております。

（デリバティブ取引関係）

　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ております。

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

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

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
の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注
記を省略しております。

前連結会計年度末

（平成21年3月31日現在）

当連結会計年度末

（平成22年3月31日現在）
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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 １．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

（単位 百万円未満切捨） （単位 百万円未満切捨）

①退職給付債務 △ 2,515 ①退職給付債務 △ 2,482

②年金資産 799 ②年金資産 903

③未積立退職給付債務（①+②） △ 1,715 ③未積立退職給付債務（①+②） △ 1,578

④未認識数理計算上の差異 703 ④未認識数理計算上の差異 447

⑤過去勤務債務 △ 266 ⑤過去勤務債務 △ 238
⑥退職給付引当金（③+④+⑤） △ 1,278 ⑥退職給付引当金（③+④+⑤） △ 1,368

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

（単位 百万円未満切捨） （単位 百万円未満切捨）

①勤務費用 99 ①勤務費用 114

②利息費用 47 ②利息費用 45

③期待運用収益 △ 10 ③期待運用収益 △ 7

④数理計算上の差異費用処理額 55 ④数理計算上の差異費用処理額 79

⑤過去勤務債務の償却額 △ 28 ⑤過去勤務債務の償却額 △ 28

⑥確定拠出年金への掛金支払額 26 ⑥確定拠出年金への掛金支払額 27
⑦退職給付費用（①+②+③+④+⑤+⑥） 190 ⑦退職給付費用（①+②+③+④+⑤+⑥） 230

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 ①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.8% ②割引率 2.0%

③期待運用収益率 1.0% ③期待運用収益率 1.0%

④過去勤務債務の額の処理年数 13年 ④過去勤務債務の額の処理年数 13年
（発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定期間の年数による定額法に
より、費用処理しております。）

（発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定期間の年数による定額法に
より、費用処理しております。）

⑤数理計算上の差異の処理年数 13年 ⑤数理計算上の差異の処理年数 13年
（発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定期間の年数による定額法に
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。）

（発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定期間の年数による定額法に
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。）

  当社は、確定給付型の確定給付企業年金制度、確
定拠出型の確定拠出年金制度及び退職一時金制度を
設けております。また、従業員の退職等に際して割
増退職金を支払う場合があります。

　　　　　　同左

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
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（賃貸等不動産関係）

　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ております。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 680円93銭 １株当たり純資産額 699円03銭

１株当たり当期純利益 95円75銭 １株当たり当期純利益 37円43銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 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 1,753百万円 損益計算書上の当期純利益 685百万円
普通株式に係る当期純利益 1,753百万円 普通株式に係る当期純利益 685百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 18,316,048株 普通株式の期中平均株式数 18,310,370株

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

なお、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金額につい
ては、潜在株式がないため記載しておりません。

前連結会計年度 当連結会計年度

至　平成21年3月31日 至　平成22年3月31日

自　平成20年4月 1日 自　平成21年4月 1日
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 17 46

受取手形 310 184

売掛金 5,084 4,208

商品及び製品 171 19

仕掛品 1,667 1,151

未成工事支出金 1,281 856

原材料及び貯蔵品 320 260

前払費用 49 51

繰延税金資産 313 232

関係会社短期貸付金 2,676 4,403

未収入金 82 85

その他 96 24

貸倒引当金 △10 △2

流動資産合計 12,060 11,522

固定資産   

有形固定資産   

建物 843 839

減価償却累計額 △559 △589

建物（純額） 283 250

構築物 90 90

減価償却累計額 △78 △79

構築物（純額） 11 10

機械及び装置 1,633 1,658

減価償却累計額 △1,178 △1,273

機械及び装置（純額） 455 384

車両運搬具 17 14

減価償却累計額 △16 △12

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 1,136 1,147

減価償却累計額 △972 △1,071

工具、器具及び備品（純額） 164 75

土地 3,737 3,727

建設仮勘定 63 58

有形固定資産合計 4,718 4,509

無形固定資産   

ソフトウエア 125 137

その他 23 16

無形固定資産合計 148 153

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信

29



(単位：百万円未満切捨て)

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 62 126

関係会社株式 397 246

関係会社出資金 68 －

従業員に対する長期貸付金 0 5

破産更生債権等 29 27

長期前払費用 19 15

繰延税金資産 530 605

敷金及び保証金 222 203

その他 94 83

貸倒引当金 △36 △42

投資その他の資産合計 1,390 1,271

固定資産合計 6,257 5,935

資産合計 18,317 17,457

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,051 2,131

未払金 252 183

未払費用 471 418

未払法人税等 734 365

未払消費税等 142 75

前受金 44 14

預り金 48 46

役員賞与引当金 17 12

工事損失引当金 1 3

その他 － 0

流動負債合計 4,763 3,251

固定負債   

退職給付引当金 1,278 1,368

役員退職慰労引当金 26 26

環境対策引当金 － 98

長期預り保証金 148 152

その他 19 13

固定負債合計 1,472 1,659

負債合計 6,235 4,910

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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(単位：百万円未満切捨て)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,635 3,635

資本剰余金   

資本準備金 909 909

その他資本剰余金 3,768 3,768

資本剰余金合計 4,677 4,677

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,802 4,269

利益剰余金合計 3,802 4,269

自己株式 △36 △37

株主資本合計 12,079 12,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 1

評価・換算差額等合計 2 1

純資産合計 12,082 12,547

負債純資産合計 18,317 17,457

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円未満切捨て)

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   

商品売上高 6,034 3,093

製品売上高 6,307 5,201

完成工事高 15,799 11,363

売上高合計 28,140 19,658

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 187 171

当期商品仕入高 4,736 2,225

合計 4,923 2,397

商品期末たな卸高 171 19

商品売上原価 4,752 2,378

製品売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期製品製造原価 4,796 3,929

合計 4,796 3,929

製品期末たな卸高 － －

製品売上原価 4,796 3,929

完成工事原価 12,666 9,064

売上原価合計 22,214 15,372

商品売上総利益 1,282 714

製品売上総利益 1,510 1,272

完成工事総利益 3,133 2,299

売上総利益合計 5,925 4,286

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 248 169

広告宣伝費 50 30

給料 1,391 1,242

法定福利費 166 156

役員賞与引当金繰入額 17 12

退職給付引当金繰入額 89 111

役員退職慰労引当金繰入額 2 －

旅費及び交通費 91 86

減価償却費 51 78

賃借料 323 287

その他 652 570

販売費及び一般管理費合計 3,084 2,744

営業利益 2,840 1,541

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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(単位：百万円未満切捨て)

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) 

営業外収益   

受取利息 21 19

受取配当金 4 1

為替差益 － 9

受取賃貸料 3 3

受取保険金 17 6

役員賞与引当金戻入額 20 －

事業譲渡益 － 15

雑収入 12 11

営業外収益合計 80 67

営業外費用   

支払利息 3 3

売上割引 9 5

為替差損 23 －

固定資産廃棄損 8 2

支払補償費 25 15

減損損失 29 10

環境対策費 － 87

雑支出 44 20

営業外費用合計 143 144

経常利益 2,777 1,464

特別利益   

子会社清算益 － 26

特別利益合計 － 26

特別損失   

事業構造改善費用 － 126

関係会社株式売却損 － 5

子会社清算損 － 3

特別損失合計 － 135

税引前当期純利益 2,777 1,354

法人税、住民税及び事業税 1,209 560

法人税等調整額 △46 7

法人税等合計 1,162 567

当期純利益 1,615 787

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円未満切捨て)

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 3,635 3,635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,635 3,635

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 909 909

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 909 909

その他資本剰余金   

前期末残高 3,768 3,768

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,768 3,768

資本剰余金合計   

前期末残高 4,677 4,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,677 4,677

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,507 3,802

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,615 787

当期変動額合計 1,294 467

当期末残高 3,802 4,269

利益剰余金合計   

前期末残高 2,507 3,802

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,615 787

当期変動額合計 1,294 467

当期末残高 3,802 4,269

自己株式   

前期末残高 △32 △36

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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(単位：百万円未満切捨て)

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) 

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △36 △37

株主資本合計   

前期末残高 10,788 12,079

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,615 787

自己株式の取得 △3 △1

当期変動額合計 1,290 466

当期末残高 12,079 12,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 2 1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 2 1

純資産合計   

前期末残高 10,796 12,082

当期変動額   

剰余金の配当 △320 △320

当期純利益 1,615 787

自己株式の取得 △3 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △0

当期変動額合計 1,285 465

当期末残高 12,082 12,547

日立機材㈱（9922）平成22年3月期 決算短信
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。
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役 員 の 異 動 

平成２２年６月２５日付 

 

１．新任取締役 

   社外取締役   花村 公生    （日立金属株式会社代表執行役 執行役専務 

輸出管理室長・Ｃプロジェクト部長・コーポレ

ートビジネスセンター長） 

 

２．退任取締役 

   常務取締役   境  久夫 

   社外取締役   吉岡 博美 

 

３．新任監査役 

   社外監査役   村山眞一郎    （日立金属株式会社執行役常務 営業管掌 

営業センター長） 

   社外監査役   佐坂 克郎    （日立金属株式会社財務部長） 

補欠監査役   吉田 真也    （当社経営企画室長・監査室長） 

 

４．退任監査役 

   監査役（常勤） 楠本 三生 

   社外監査役   久保田友康 

補欠監査役   宗村 勝彦 



取締役就任予定者の略歴 

 

花村 公生 （昭和２１年１月２３日生 ６４歳） 

 

昭和４４年 ３月 一橋大学商学部卒業 

昭和４４年 ４月 住友金属工業株式会社入社 

平成１３年 ６月 住友特殊金属株式会社入社 支配人 

平成１６年 ６月 株式会社ＮＥＯＭＡＸ 取締役常務執行役員 

平成１９年 ４月 日立金属株式会社 事業役員常務  

輸出管理室副室長兼ＮＥＯＭＡＸカンパニープレジデント 

平成２０年 ４月 同社執行役常務 コーポレートビジネスセンター長 

平成２２年 ４月 同社代表執行役 執行役専務 輸出管理室長兼Ｃプロジェクト部長兼

コーポレートビジネスセンター長



監査役就任予定者の略歴 

 

村山 眞一郎 （昭和２８年２月４日生 ５７歳） 

 

昭和５１年 ３月 中央大学会計学科卒業 

昭和５１年 ４月 日立金属株式会社入社 

平成１１年 ６月 同社関西支店営業部長 

平成１８年 ４月 同社安来工場長兼特殊鋼カンパニーバイスプレジデント 

平成２１年 ４月 同社事業役員 特殊鋼カンパニープレジデント 

平成２２年 ４月 同社執行役常務 営業管掌 営業センター長 

 

 

佐坂 克郎  （昭和３２年６月３０日生 ５２歳） 

 

昭和５５年 ３月 東京経済大学経済学部卒業 

昭和５５年 ４月 日立金属株式会社入社 

平成１２年 ７月 同社鳥取工場経理課長 

平成１５年１１月 Hitachi Metals (Thailand) Ltd. 出向 

平成１９年 ４月 日立金属株式会社安来工場次長 

平成２２年 ４月 同社コーポレートビジネスセンター財務部長



補欠監査役候補者の略歴 

 

吉田 真也 （昭和２７年１０月１８日生 ５７歳） 

 

昭和５１年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

昭和５１年 ４月 日立金属株式会社入社 

平成 ６年 ４月 当社に転じ、関東製作所管理部総務課長 

平成１３年 ９月 マネジメントサポートセンター（総務）副部長 

平成１８年 ６月 経営企画室長 

平成２２年 ５月 経営企画室長兼監査室長 


