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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 13,362 △30.9 840 △60.4 538 △72.9 232 △62.3

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

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 8.48 ― 1.0 2.0 6.3
21年3月期 22.42 ― 2.7 6.7 11.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 26,937 21,850 81.1 795.78
21年3月期 28,107 22,350 79.5 813.99

（参考） 自己資本   22年3月期  21,850百万円 21年3月期  22,350百万円

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 2,295 △711 △549 9,745
21年3月期 2,739 △2,591 △824 8,742

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 ― 15.00 ― 13.00 28.00 768 124.9 3.4
22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 384 165.1 1.8

23年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 27.5

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

7,440 19.3 1,200 802.3 1,050 ― 630 ― 22.94

通期 15,600 16.7 2,700 221.4 2,300 327.5 1,400 503.4 50.99



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、25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） 22年3月期 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  57,379株 21年3月期  57,258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 11,800 △33.9 441 △74.3 117 △91.0 9 △94.3

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

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
円 銭 円 銭

22年3月期 0.36 ―

21年3月期 5.79 ―

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 24,999 20,112 80.5 732.51
21年3月期 26,208 20,787 79.3 757.08

（参考） 自己資本 22年3月期  20,112百万円 21年3月期  20,787百万円

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 

・上記の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。なお、上記予想に関する事項につきましては、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

6,600 24.0 900 ― 860 ― 510 ― 18.57

通期 13,800 16.9 2,100 376.2 1,900 ― 1,100 ― 40.06



 

 

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世界経済は、中国をはじめとする新興国の成長や、各国政府の景気対策等により回復の兆し

はありますが、依然として世界的な金融・経済危機による景気停滞状況が続きました。 
国内においても景気の悪化に底打ちの兆しが見られるとの一部観測はあるものの、雇用・所得状況に改善が見られず、

デフレ懸念が強まるなど、厳しい景況にて推移しました。 
当工具業界におきましては、主要ユーザーである自動車・ＩＴ関連産業の生産の回復や在庫調整の進展等により、緩

やかな回復傾向を見せておりますが、昨年来の急激な落ち込みを回復するには及ばず、前連結会計年度比では低水準で

推移いたしました。 
当社グループにおいても売上高は、中国や韓国をはじめとするアジア地域に牽引され、徐々に回復しつつありますが、

前連結会計年度との比較では依然として低い水準にあります。 

利益面では、前連結会計年度から実施している構造改革を完遂し、収益性の改善を図りましたが、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 133 億６千２百万円（前連結会計年度比 30.9％減）、営業利益８億４千万

円（前連結会計年度比 60.4％減）、経常利益５億３千８百万円（前連結会計年度比 72.9％減）、当期純利益２億３千２百

万円（前連結会計年度比 62.3％減）となりました。 

次期の見通しといたしましては、今後の当社を取り巻く経営環境は、徐々に回復しつつあるものの、その速度は緩や

かであり、引き続き厳しい状況で推移すると予想されます。 

当社グループにおきましては、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。収益面では、構造改革をより一層展開し利益の確保に努めてまいります。 

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 15,600 百万円 （前期比 16.7％増） 

営業利益 2,700 百万円 （前期比 221.4％増） 

経常利益 2,300 百万円 （前期比 327.5％増） 

当期純利益 1,400 百万円 （前期比 503.4％増） 

 
（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増加により、流動資産は前連結会計年度末に比べて７億６百

万円増加して 139 億７千５百万円となりました。また、固定資産は有形固定資産の減少により前連結会計年度末に比

べて 18 億７千６百万円減少し、129 億６千２百万円となりました。 

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 11 億７千万円減少し、269 億３千７百

万円となりました。 

（負債の部） 

未払費用の減少により、流動負債は前連結会計年度末に比べて５億９千８百万円減少して 33 億３千９百万円となり

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７千１百万円減少し、17 億４千８百万

円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて６億７千万円減少し、50 億８千７百

万円となりました。 

（純資産の部） 

配当金の支払により５億４千９百万円減少したために、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて５億円減少し、

218 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 1.6 ポイント上昇して 81.1％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 18.21 円減少して 795.78 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 97 億４千５百万円となり、前連結会計年度

末より 10 億３百万円増加いたしました。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） 

営業活動により得られた資金は、22 億９千５百万円となり、前連結会計年度末より４億４千４百万円減少しました。

これは主に、減価償却費 21 億３千１百万円及び法人税等の還付額 10 億７千５百万円による増加と売上債権の増加額

８億５千３百万円による減少によるものであります｡ 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、７億１千１百万円となり、前連結会計年度末より 18 億８千万円減少しました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、５億４千９百万円となり、前連結会計年度末より２億７千５百万円減少しました。

これは主に、第２四半期連結会計期間末における１株当たり配当金を７円としたことにより配当金の支払額が減少し

たためであります。 

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21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 79.5 81.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 56.2 98.9 

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７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、７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、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） 

国内ユーザー 

（親会社）株式会社日立製作所 

（製 品）

（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 25 年３月期の中期計画として、売上高 220 億円以上、営業利益 65 億円以上、一株当たり利益 130 円以上を目指

してまいります。 
 
（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、「グローバルな開発技術を探求し続ける工具メーカー」を目指し、「開発技術の日立ツール」を基本

姿勢として平成 25 年３月期を目処に下記の通り中期計画を策定いたしました。 

(1)開発技術の探求 

・超高速加工技術（加工半減）で世界をリード 

・新規分野の拡大（部品加工、コート事業） 

・基礎研究の推進 

(2)高収益体質の確立（グローバル競争力の確立） 

・製品の精選（低収益品からの完全撤退） 

・スループット生産性向上 

(3)海外売上高比率 50％達成 

・欧州・中国・アジアの拡大とローカルスタッフの育成 

・海外生産拠点の開拓 

(4)グローバルな人財育成と営業力の強化 
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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 1,824 2,350

受取手形及び売掛金 921 1,768

商品及び製品 1,116 1,284

仕掛品 413 450

原材料及び貯蔵品 389 275

未収還付法人税等 1,075 －

関係会社キャッシュプール金 6,917 7,394

繰延税金資産 456 359

その他 183 126

貸倒引当金 △28 △34

流動資産合計 13,269 13,975

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,407 6,610

減価償却累計額 △3,450 △3,671

建物及び構築物（純額） 2,957 2,938

機械装置及び運搬具 22,780 21,176

減価償却累計額 △16,169 △15,960

機械装置及び運搬具（純額） 6,611 5,215

土地 3,297 3,293

建設仮勘定 137 1

その他 2,349 2,228

減価償却累計額 △2,027 △2,010

その他（純額） 322 217

有形固定資産合計 13,326 11,667

無形固定資産 124 99

投資その他の資産   

投資有価証券 578 347

繰延税金資産 577 671

その他 231 177

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,386 1,196

固定資産合計 14,838 12,962

資産合計 28,107 26,937
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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   

買掛金 680 503

未払金 525 441

未払費用 1,135 785

未払法人税等 126 79

未払消費税等 － 4

1年内返還予定の預り保証金 1,409 －

預り保証金 － 1,470

役員賞与引当金 9 16

その他 50 37

流動負債合計 3,937 3,339

固定負債   

退職給付引当金 1,719 1,644

役員退職慰労引当金 62 70

その他 37 33

固定負債合計 1,819 1,748

負債合計 5,757 5,087

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 20,069 19,753

自己株式 △68 △68

株主資本合計 22,263 21,946

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 221 85

為替換算調整勘定 △134 △182

評価・換算差額等合計 86 △96

純資産合計 22,350 21,850

負債純資産合計 28,107 26,937
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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 19,350 13,362

売上原価 12,581 8,665

売上総利益 6,768 4,697

販売費及び一般管理費   

販売費 3,288 2,296

一般管理費 1,356 1,559

販売費及び一般管理費合計 4,645 3,856

営業利益 2,123 840

営業外収益   

受取利息 118 44

受取配当金 10 7

為替差益 81 22

貸倒引当金戻入額 44 －

助成金収入 43 22

特許料収入 30 22

法人税等還付加算金 － 30

その他 64 73

営業外収益合計 392 223

営業外費用   

売上割引 305 150

固定資産除却損 114 208

その他 108 167

営業外費用合計 529 525

経常利益 1,986 538

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

特別退職金 835 －

減損損失 56 51

特別損失合計 891 51

税金等調整前当期純利益 1,094 487

法人税、住民税及び事業税 223 153

法人税等調整額 255 101

法人税等合計 478 254

当期純利益 615 232
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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 1,455 1,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,455 1,455

資本剰余金   

前期末残高 807 807

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

利益剰余金   

前期末残高 20,265 20,069

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 △823 △549

当期純利益 615 232

当期変動額合計 △208 △316

当期末残高 20,069 19,753

自己株式   

前期末残高 △68 △68

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △68 △68

株主資本合計   

前期末残高 22,459 22,263

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 △823 △549

当期純利益 615 232

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △208 △316

当期末残高 22,263 21,946
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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 472 221

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △250 △135

当期変動額合計 △250 △135

当期末残高 221 85

為替換算調整勘定   

前期末残高 150 △134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △284 △48

当期変動額合計 △284 △48

当期末残高 △134 △182

評価・換算差額等合計   

前期末残高 622 86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △535 △183

当期変動額合計 △535 △183

当期末残高 86 △96

純資産合計   

前期末残高 23,082 22,350

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 △823 △549

当期純利益 615 232

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △535 △183

当期変動額合計 △743 △500

当期末残高 22,350 21,850
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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 1,094 487

減価償却費 2,325 2,131

減損損失 56 51

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 △75

受取利息及び受取配当金 △129 △52

固定資産除却損 114 208

売上債権の増減額（△は増加） 2,221 △853

たな卸資産の増減額（△は増加） 166 △104

仕入債務の増減額（△は減少） △364 △179

特別退職金 835 －

その他 △723 194

小計 5,535 1,808

利息及び配当金の受取額 129 52

法人税等の支払額 △2,517 △212

法人税等の還付額 － 1,075

特別退職金の支払額 △407 △427

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,739 2,295

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 △2,860 △763

無形固定資産の取得による支出 △47 △12

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 298 －

その他 21 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,591 △711

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △823 △549

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 △824 △549

現金及び現金同等物に係る換算差額 △117 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △793 1,003

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期末残高 8,742 9,745

日立ツール(株)（5963）　平成22年３月期　決算短信

12



 

 

（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。連結財務諸表作成にあたっては、親会社

の連結決算日における仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

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：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、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

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を採用しております。 

(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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の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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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規則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。 

当社は、平成 20 年５月 27 日開催の取締役会において取締役・監査役に対する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取締役・監査役の実際の退任時に取締役会で決議、又は監査

役会の協議による金額を支払うことが決議されました。取締役・監査役については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。 

(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 
（連結子会社の事業年度等に関する事項の変更） 

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まいりましたが、連結業績をよ

り適切に開示するため、当連結会計年度より日立刀具（上海）有限公司については、親会社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、当連結会計年度の連結売上高は 286 百万円増加し、営業利

益は 3百万円、経常利益は 2百万円、税金等調整前当期純利益は 2百万円それぞれ減少しております。 

（表示方法の変更） 

・連結貸借対照表 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動資産「未収還付法人税等」（当連結会計年度 7 百万円）は、金額的

重要性が小さいため、当連結会計年度より「その他」に含めております。 

また、前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負債「1 年内返還予定の預り保証金」は、取引先より営業保

証金として預かった債務であり、取引先との個別協議により随時返還が行われる債務であります。取引先との協議に

基づき随時返還が行われることから、従来「1 年内返還予定の預り保証金」として開示しておりましたが、1 年内での

返還が確定している債務ではないため、経済的実態をより適切に表示する目的で「預り保証金」として表示すること

にいたしました。 

・連結損益計算書 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益「貸倒引当金戻入額」（当連結会計年度 5 百万円）は、金額

的重要性が小さいため、当連結会計年度より「その他」に含めております。 

また、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「法人税等還付加算金」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「法人税等還付加算金」は 1 百万円であります。 

・連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含めて表示しておりました

「法人税等の還付額」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にいたしました。 

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「法人税等の還付額」は 48 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 
（連結損益計算書関係） 

 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）

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.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

荷造運搬費 173 百万円 129 百万円

販売手数料 293 百万円 132 百万円

給与及び手当 2,053 百万円 1,588 百万円

福利厚生費 347 百万円 366 百万円

旅費及び交通費 260 百万円 185 百万円

賃借料 359 百万円 357 百万円

減価償却費 42 百万円 138 百万円

役員賞与引当金繰入額 9 百万円 16 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 11 百万円 8百万円

 

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 1,060 百万円 970 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。

建物及び構築物 3 百万円 9百万円

機械装置及び運搬具 97 百万円 182 百万円

その他 14 百万円 16 百万円

計 114 百万円 208 百万円

 

4.減損損失 

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。 

 

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） 

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 売却予定 遊休 

種類 機械装置及び運搬具 土地 

場所 滋賀県野洲市 千葉県成田市 

金額 46 百万円 4 百万円 

（経緯） 

事業資産については、設備の老朽化に伴い、対象製品の大幅な稼動縮小をすることになり、「固定資産の減損に

係る会計基準」に基づき、売却予定資産について減損処理を行いました。 

また、遊休資産につきましては、過年度に減損処理を実施しておりますが、「固定資産の減損に係る会計基準に

基づき、再鑑定評価により減損処理を行いました。 

（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売却見込額又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 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 
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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 57,258 121 - 57,379

（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    121 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21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 356 13

平成21年 

３月31日 

平成21年 

６月22日 

平成21年10月23日 

取締役会 
普通株式 192 7

平成21年 

９月30日 

平成21年 

11月27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22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 192 7

平成22年 

３月31日 

平成22年 

６月24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 

（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）

現金及び預金 1,824 百万円 2,350 百万円

関係会社キャッシュプール金 6,917 百万円 7,394 百万円

現金及び現金同等物期末残高 8,742 百万円 9,745 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 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 

  又は振替高 
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

 
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） 

 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 9,730 2,420 1,212 13,362 - 13,362

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
2,070 26 - 2,096 (2,096) -

計 11,800 2,446 1,212 15,459 (2,096) 13,362

営業費用 11,359 2,023 1,172 14,555 (2,033) 12,521

営業利益 441 422 39 903 (63) 840

 
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） 

 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

 

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） 

 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 2,429 2,731 206 5,367

Ⅱ 連結売上高 - - - 13,362

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 18.2 20.5 1.5 40.2
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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） 

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 企業会計基準適

用指針第 13 号）を適用しております。 

これによる従来の開示対象範囲に変更はありません。 

 

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（会社等に限る。）等 

（単位：百万円） 

種類 

会社等の

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者との関係
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%

当社製品の販売先、

同社製品の購入及び

資金の融通 

役員の兼任 １名 

   転籍 ２名 

資金の

集中管理

(注)1､2

 

固定資産

の購入等

(注)3､4

 

1,205 

 

 

 

315 

 

関係会社

キャッシュ

プール金

 

 

- 

 

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.固定資産の購入等のうち、310 百万円については、日立金属株式会社の帳簿価額に基づき、契約（平成 21 年３

月２日付事業譲渡契約書）により決定しております。 

4.上記 3以外の固定資産の購入等の価格については、一般的な取引条件と同様に決定しております。 

 

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

 

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持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 

該当事項はありません。 

 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

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） 

 

(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。 
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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（会社等に限る。）等 

（単位：百万円） 

種類 

会社等の

名称又は 

氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事者との関係
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%

当社製品の販売先、

同社製品の購入及び

資金の融通 

役員の兼任 １名 

   転籍 ２名 

資金の

集中管理

 

利息 

の受取

(注)1､2

477 

 

 

36 

 

関係会社

キャッシュ

プール金

 

- 

 

 

7,394

-

(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。 

 

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

 

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持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 

該当事項はありません。 

 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

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） 

 

(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。 
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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21年３月31日） （平成22年３月31日） 

繰延税金資産   

未払事業税 - 2 

役員退職慰労引当金 25 28 

未払賞与 183 214 

親睦団体剰余金 25 20 

退職給付引当金 699 669 

一括償却資産償却超過額 19 18 

たな卸資産（未実現） 31 - 

減損損失 54 75 

その他 313 158 

繰延税金資産小計 1,352 1,188 

評価性引当額 △75 △94 

繰延税金資産合計 1,277 1,093 

繰延税金負債   

未収還付事業税 △76 - 

特別償却準備金 △15 △10 

その他有価証券評価差額金 △151 △52 

繰延税金負債合計 △243 △62 

繰延税金資産の純額 1,033 1,030 

 

(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21年３月31日） （平成22年３月31日） 

流動資産－繰延税金資産 456 359 

固定資産－繰延税金資産 577 671 

 

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21年３月31日） （平成22年３月31日） 

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 2.0 3.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 △0.3 

住民税均等割等 2.3 4.4 

未実現利益税効果未認識額 - 12.4 

評価性引当額の増加 - 4.0 

在外子会社の税率差異 - △11.3 

その他 △0.7 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8 52.3 

 

（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。 
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（有価証券関係） 
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.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 

（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  
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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.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 189 328 139 

 (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 189 328 139 

 (1)株式 10 9 △0 

 (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 10 9 △0 

合  計 200 338 138 

 

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

該当事項はありません。 

 

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 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

(1) 退職給付債務 △2,534 △2,373 

(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 814 729 

(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) △1,719 △1,644 

(6) 退職給付引当金 △1,719 △1,644 

(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）

(1) 勤務費用 121 143 

(2) 利息費用 56 43 

(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 38 60 

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 216 247 

(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 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

(1) 割引率 1.73％ 1.91% 

(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 
17年～19年 

(平均残存期間による定額法) 

17～19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 21 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 22 年３月 31 日） 

 年金資産額 3,595 2,584 

(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 21 年３月 31 日現在） 

年金資産の額           93,997 百万円 

年金財政計算上の給付債務の額  148,468 百万円 

差引額             △54,471 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（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

2.75％ 
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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） 

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） 

１株当たり純資産額      813.99 円 

 

１株当たり純資産額      795.78 円 

 

１株当たり当期純利益      22.42 円 

 

１株当たり当期純利益       8.48 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 

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 

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 

232 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 

 232 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

27,457,502 株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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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 755 1,114

受取手形 11 7

売掛金 681 1,596

商品及び製品 582 737

仕掛品 413 450

原材料及び貯蔵品 389 275

前払費用 23 35

未収還付法人税等 1,070 －

未収入金 105 31

関係会社キャッシュプール金 6,917 7,394

繰延税金資産 386 356

その他 4 12

貸倒引当金 △12 △22

流動資産合計 11,329 11,990
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(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) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,937 6,135

減価償却累計額 △3,099 △3,296

建物（純額） 2,838 2,839

構築物 469 474

減価償却累計額 △350 △375

構築物（純額） 119 99

機械及び装置 22,757 21,154

減価償却累計額 △16,148 △15,940

機械及び装置（純額） 6,608 5,214

車両運搬具 23 21

減価償却累計額 △20 △19

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 2,265 2,155

減価償却累計額 △1,973 △1,963

工具、器具及び備品（純額） 292 192

土地 3,297 3,293

建設仮勘定 137 1

有形固定資産合計 13,296 11,641

無形固定資産   

電話加入権 23 23

その他 90 68

無形固定資産合計 113 92

投資その他の資産   

投資有価証券 578 347

関係会社株式 83 83

長期前払費用 59 37

差入保証金 140 104

繰延税金資産 577 671

その他 31 31

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,469 1,275

固定資産合計 14,879 13,008

資産合計 26,208 24,999
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(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 591 490

未払金 466 400

未払費用 1,058 728

未払法人税等 16 23

未払消費税等 － 4

前受金 7 13

預り金 43 23

1年内返還予定の預り保証金 1,409 －

預り保証金 － 1,436

役員賞与引当金 9 16

流動負債合計 3,601 3,137

固定負債   

退職給付引当金 1,719 1,644

役員退職慰労引当金 62 70

その他 37 33

固定負債合計 1,819 1,748

負債合計 5,421 4,886

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 22 15

別途積立金 15,835 15,835

繰越利益剰余金 2,151 1,619

利益剰余金合計 18,372 17,833

自己株式 △68 △68

株主資本合計 20,566 20,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 221 85

評価・換算差額等合計 221 85

純資産合計 20,787 20,112

負債純資産合計 26,208 24,999
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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 17,860 11,800

売上原価   

製品期首たな卸高 834 582

当期製品製造原価 12,135 8,303

当期製品仕入高 316 360

合計 13,285 9,247

製品期末たな卸高 582 737

製品他勘定振替高 8 3

売上原価合計 12,694 8,506

売上総利益 5,165 3,294

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 144 107

販売手数料 292 129

広告宣伝費 149 61

役員報酬 75 79

給料及び手当 1,372 1,091

福利厚生費 308 242

退職給付費用 121 129

役員賞与引当金繰入額 9 16

役員退職慰労引当金繰入額 11 8

交際費 34 13

旅費及び交通費 195 144

通信費 50 47

租税公課 2 9

減価償却費 25 124

賃借料 239 233

その他 413 413

販売費及び一般管理費合計 3,450 2,852

営業利益 1,715 441
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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) 

営業外収益   

受取利息 82 37

受取配当金 18 74

貸倒引当金戻入額 36 －

助成金収入 43 22

特許料収入 30 22

法人税等還付加算金 － 30

その他 43 51

営業外収益合計 253 239

営業外費用   

売上割引 320 163

為替差損 123 26

固定資産除却損 114 208

工場移転費用 25 42

その他 82 123

営業外費用合計 665 562

経常利益 1,303 117

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

特別退職金 835 －

減損損失 56 51

特別損失合計 891 51

税引前当期純利益 411 66

法人税、住民税及び事業税 47 21

法人税等調整額 204 35

法人税等合計 252 56

当期純利益 158 9
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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 1,455 1,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

資本剰余金合計   

前期末残高 807 807

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 363 363

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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 34 22

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △12 △7

当期変動額合計 △12 △7

当期末残高 22 15

別途積立金   

前期末残高 13,335 15,835

当期変動額   

別途積立金の積立 2,500 －

当期変動額合計 2,500 －

当期末残高 15,835 15,835

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,303 2,151

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 12 7

別途積立金の積立 △2,500 －

剰余金の配当 △823 △549

当期純利益 158 9

当期変動額合計 △3,152 △531

当期末残高 2,151 1,619
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 19,037 18,372

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 △823 △549

当期純利益 158 9

当期変動額合計 △664 △539

当期末残高 18,372 17,833

自己株式   

前期末残高 △68 △68

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △68 △68

株主資本合計   

前期末残高 21,231 20,566

当期変動額   

剰余金の配当 △823 △549

当期純利益 158 9

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △665 △539

当期末残高 20,566 20,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 464 221

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △243 △135

当期変動額合計 △243 △135

当期末残高 221 85

評価・換算差額等合計   

前期末残高 464 221

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △243 △135

当期変動額合計 △243 △135

当期末残高 221 85

純資産合計   

前期末残高 21,696 20,787

当期変動額   

剰余金の配当 △823 △549

当期純利益 158 9

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △243 △135

当期変動額合計 △908 △674

当期末残高 20,787 20,112
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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。 

 

（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。 

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を採用しております。 

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、当期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の年数による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の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、役員退職慰労金規則に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。 

当社は、平成 20 年５月 27 日開催の取締役会において取締役・監査役に対する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取締役・監査役の実際の退任時に取締役会で決議、又は監査

役会の協議による金額を支払うことが決議されました。取締役・監査役については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、換算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 
（表示方法の変更） 

・貸借対照表 

前事業年度まで区分掲記しておりました流動資産「未収還付法人税等」（当事業年度 7 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」に含めております。 

また、前事業年度まで区分掲記しておりました流動負債「1 年内返還予定の預り保証金」は、取引先より営業保証

金として預かった債務であり、取引先との個別協議により随時返還が行われる債務であります。取引先との協議に

基づき随時返還が行われることから、従来「1 年内返還予定の預り保証金」として開示しておりましたが、1 年内で

の返還が確定している債務ではないため、経済的実態をより適切に表示する目的で「預り保証金」として表示する

ことにいたしました。 

・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「貸倒引当金戻入額」（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「法人税等還付加算金」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「法人税等還付加算金」は 1百万円であります。 

 

（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 

（平成21年３月31日） 

当事業年度 

（平成22年３月31日） 

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。 

売掛金 -百万円 377 百万円

 

（損益計算書関係） 

 

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）

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。 

売上高 -百万円 2,523 百万円

受取利息 80 百万円 36 百万円

受取配当金 -百万円 67 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 1,060 百万円 970 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。

建物 2 百万円 9百万円

構築物 0 百万円 -百万円

機械及び装置 97 百万円 182 百万円

車両運搬具 0 百万円 0百万円

工具、器具及び備品 14 百万円 14 百万円

無形固定資産 -百万円 2百万円

計 114 百万円 208 百万円
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4.減損損失 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 売却予定 遊休 

種類 機械及び装置 土地 

場所 滋賀県野洲市 千葉県成田市 

金額 46 百万円 4 百万円 

（経緯） 

事業資産については、設備の老朽化に伴い、対象製品の大幅な稼動縮小をすることになり、「固定資産の減損に

係る会計基準」に基づき、売却予定資産について減損処理を行いました。 

また、遊休資産につきましては、過年度に減損処理を実施しましたが、「固定資産の減損に係る会計基準」に基

づき、再鑑定評価により減損処理を行いました。 

（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売却見込額又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。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 

 

当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 57,258 121 - 57,379

（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    121 株 

 

日立ツール(株)（5963）　平成22年３月期　決算短信

35



 

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

平成 22 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。 

 

（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21年３月31日） （平成22年３月31日） 

繰延税金資産   

未払事業税 - 2 

役員退職慰労引当金 25 28 

未払賞与 183 213 

親睦団体剰余金 25 20 

退職給付引当金 699 669 

一括償却資産償却超過額 19 18 

減損損失 54 75 

その他 274 156 

繰延税金資産小計 1,282 1,185 

評価性引当額 △75 △94 

繰延税金資産合計 1,207 1,090 

繰延税金負債  

未収還付事業税 △76 - 

特別償却準備金 △15 △10 

その他有価証券評価差額金 △151 △52 

繰延税金負債合計 △243 △62 

繰延税金資産の純額 963 1,027 

 

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21年３月31日） （平成22年３月31日） 

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 8.2 21.8 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 △40.6 

住民税均等割等 6.2 32.1 

試験研究費特別税額控除 △0.1 - 

評価性引当額の増加 5.6 29.4 

その他 1.3 1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.4 85.3 
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（１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額       757.08 円 

 

１株当たり純資産額      732.51 円 

 

１株当たり当期純利益       5.79 円 

 

１株当たり当期純利益     0.36 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 

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 

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 

9 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 

9 百万円 

普通株式の期中平均株式数 

27,457,502 株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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６．その他 
 
（1）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20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

チ ッ プ 7,395 5,241 

切削工具 9,749 6,584 

耐摩工具 320 182 

そ の 他 847 696 

計 18,312 12,704 

(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20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

チ ッ プ 7,285 5,616 

切削工具 9,681 6,780 

耐摩工具 310 166 

そ の 他 868 729 

計 18,146 13,292 

(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20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

チ ッ プ 7,904 5,582 

切削工具 10,229 6,864 

耐摩工具 326 176 

そ の 他 890 738 

計 19,350 13,362 

(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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（2）役員の異動 

① 代表者の異動（平成 22 年６月 23 日付予定） 

１．新任代表取締役候補 

代表取締役 取締役社長 田中
たなか

 啓一
ひろかず

    （当社 社長付） 

                                                 *前 日立金属株式会社 執行役常務 

２．退任予定代表取締役 

            島
しま

  順彦
のぶひこ

        （当社 代表取締役 取締役社長） 

② その他役員の異動（平成 22 年６月 23 日付予定） 

１．新任取締役候補 

社外取締役       花村
はなむら

 公生
きみお

    （日立金属株式会社 代表執行役執行役専務） 

２．退任予定取締役 

社外取締役       吉岡
よしおか

 博美
ひろみ

        （日立金属株式会社 取締役） 

３．新任監査役候補 

社外監査役  （非常勤）中西
なかにし

 寛紀
ひろのり

    （日立金属株式会社 事業役員新事業開発センター長） 

４．退任予定監査役 

社外監査役  （非常勤）内田
うちだ

 憲正
のりまさ

 

５．昇格予定 

常務取締役       中村
なかむら

 正明
まさあき

    （当社 取締役） 

 

    (注)1.（ ）は現任 

2.島順彦は退任後、日立金属株式会社執行役常務に就任予定です。 
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