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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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

23年3月期第2四半期 7,712 23.6 1,160 772.2 1,084 ― 745 ―

22年3月期第2四半期 6,238 △50.5 133 △95.7 78 △97.5 53 △97.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 27.17 ―

22年3月期第2四半期 1.96 ―

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

23年3月期第2四半期 27,800 22,219 79.9 809.23
22年3月期 26,937 21,850 81.1 795.78

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  22,219百万円 22年3月期  21,850百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

23年3月期 ― 7.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 27,514,802株 22年3月期  27,514,802株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  57,533株 22年3月期  57,379株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 27,457,330株 22年3月期2Q 27,457,523株
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当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年９月30日)におけるわが国経済は、新興国向
けの需要回復や政府の景気対策の効果等により回復基調を維持したものの、デフレや円高の進行等によ
り先行き不透明感の高まりも懸念されております。 
当工具業界におきましても、主要ユーザーである自動車・エレクトロニクス関連産業の生産の回復や

在庫調整の進展等により、工具需要は引き続き緩やかに回復しましたが、全般的には力強さに欠ける状
況になっております。 
このような状況のもと、当社グループにおいては、欧州・中国の好調な需要と、国内需要の回復に牽

引され、当第２四半期連結累計期間の売上高は77億１千２百万円(前年同期比23.6％増)と大幅に増加し
ました。このうち、国内向けの売上高は47億１千３百万円(同31.1％増)、海外売上高は29億９千８百万
円(同13.5％増)であります。利益面では、営業利益11億６千万円(前年同期比10億２千７百万円増)、経
常利益10億８千４百万円(同10億６百万円増)、四半期純利益７億４千５百万円(同６億９千２百万円増)
となりました。  
  

資産合計は、278億円(前連結会計年度末比８億６千３百万円増)となりました。これは減価償却によ
り有形固定資産が減少したことと、現金及び預金、関係会社キャッシュプール金が増加したことが主な
要因となっております。  
負債合計は、55億８千万円(前連結会計年度末比４億９千３百万円増)となりました。これは未払法人

税等の増加が主な要因となっております。 
純資産合計は、222億１千９百万円(前連結会計年度末比３億６千９百万円増)となりました。これは

利益剰余金が増加したことが主な要因となっております。 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は110億８千６
百万円となり、前年同四半期連結累計期間末より24億７千８百万円増加しました。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、前年同四半期連結累計期間と比べて14億４千７百万円増加して19億

４千８百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加と売上債権の増加額の減少
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、前年同四半期連結累計期間と比べて１千５百万円増加して３億６百

万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものでありま
す。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)  
財務活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間と比べて１億６千４百万円減少して１億

９千２百万円となりました。これは主に、前連結会計年度末における１株当たりの配当金を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。 
  

今後の当社を取り巻く経営環境は、引き続き不透明な状況で推移することが想定されます。 
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、生産性の向上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、連結業績予想につきましては現時点においては平成22年４月27日発表の

「平成22年３月期決算短信」に記載の数値を据置いております。 
(連結業績予想) 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の分析

②キャッシュ・フローの分析

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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)
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該当事項はありません。 
  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等や一時差異等の発
生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末の検討において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降
に経営環境等や一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末の検討
において使用した業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用
する方法により算定しております。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20
年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日)を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成
20月９月26日)を適用し、一部の事業所において、たな卸資産の評価方法を後入先出法から総平均法
に変更しております。 
これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ3百万円増加してお

ります。 

前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました流動資産「未収還付法人税等」(当
第２四半期連結会計期間14百万円)は、金額的重要性が小さいため、当第２四半期連結会計期間より
「その他」に含めております。 

① 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「固定資
産売却益」については、当第２四半期連結累計期間において営業外収益総額の100分の20を超えるこ
ととなったため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前第２四
半期連結累計期間の営業外収益「その他」に含まれる「固定資産売却益」は3百万円であります。 

② 前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益「法人税等還付加算金」
(当第２四半期連結累計期間0百万円)は、金額的重要性が小さいため、当第２四半期連結累計期間よ
り「その他」に含めております。 

③ 前第２四半期連結累計期間において、営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「為替差
損」については、当第２四半期連結累計期間において営業外費用総額の100分の20を超えることとな
ったため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前第２四半期連
結累計期間の営業外費用「その他」に含まれる「為替差損」は8百万円であります。 

④ 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等
規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期
連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め
て表示しておりました「固定資産売却損益(△は益)」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累
計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動による
キャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「固定資産売却損益(△は益)」は△3百万円でありま
す。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

1.簡便な会計処理
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
① 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1.会計処理の原則・手続の変更
① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

2.表示方法の変更
(四半期連結貸借対照表関係)

(四半期連結損益計算書関係)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,588 2,350

受取手形及び売掛金 1,786 1,768

商品及び製品 1,329 1,284

仕掛品 417 450

原材料及び貯蔵品 288 275

関係会社キャッシュプール金 8,498 7,394

繰延税金資産 437 359

その他 243 126

貸倒引当金 △33 △34

流動資産合計 15,554 13,975

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,827 2,938

機械装置及び運搬具（純額） 4,578 5,215

土地 3,293 3,293

その他（純額） 294 219

有形固定資産合計 10,993 11,667

無形固定資産 91 99

投資その他の資産

投資有価証券 316 347

繰延税金資産 684 671

その他 160 177

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,160 1,196

固定資産合計 12,246 12,962

資産合計 27,800 26,937
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 523 503

未払費用 823 785

未払法人税等 437 79

役員賞与引当金 14 16

その他 1,965 1,953

流動負債合計 3,763 3,339

固定負債

退職給付引当金 1,728 1,644

役員退職慰労引当金 56 70

その他 32 33

固定負債合計 1,817 1,748

負債合計 5,580 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 20,306 19,753

自己株式 △68 △68

株主資本合計 22,500 21,946

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 66 85

為替換算調整勘定 △348 △182

評価・換算差額等合計 △281 △96

純資産合計 22,219 21,850

負債純資産合計 27,800 26,937
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 6,238 7,712

売上原価 4,248 4,476

売上総利益 1,989 3,235

販売費及び一般管理費 1,855 2,075

営業利益 133 1,160

営業外収益

受取利息 23 21

受取配当金 7 0

助成金収入 15 －

特許料収入 14 16

法人税等還付加算金 30 －

固定資産売却益 － 36

その他 39 44

営業外収益合計 129 120

営業外費用

売上割引 62 99

為替差損 － 46

工場移転費用 42 －

その他 80 49

営業外費用合計 184 195

経常利益 78 1,084

特別利益

固定資産売却益 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純利益 78 1,099

法人税、住民税及び事業税 △9 434

法人税等調整額 33 △80

法人税等合計 24 353

少数株主損益調整前四半期純利益 － 745

少数株主利益 － －

四半期純利益 53 745

日立ツール(株) (5963) 平成23年3月期 第2四半期決算短信

6



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 78 1,099

減価償却費 1,047 872

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194 83

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △0

受取利息及び受取配当金 △30 △22

固定資産除却損 12 0

固定資産売却損益（△は益） － △51

売上債権の増減額（△は増加） △636 △58

たな卸資産の増減額（△は増加） △73 △75

仕入債務の増減額（△は減少） △243 48

その他 △23 108

小計 △57 2,004

利息及び配当金の受取額 30 22

法人税等の支払額 △119 △86

法人税等の還付額 1,075 8

特別退職金の支払額 △427 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 501 1,948

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 △339 △328

無形固定資産の取得による支出 △2 △9

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 51 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △291 △306

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △356 △192

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 △356 △192

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 △107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133 1,341

現金及び現金同等物の期首残高 8,742 9,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,608 11,086
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該当事項はありません。  
  

当社及び連結子会社の事業は、産業用工具の製造・販売並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。 
  

  

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
  

  

 
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

日本
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の
地域 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 4,362 1,184 691 6,238 ― 6,238

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

962 6 ― 968 (968) ―

計 5,324 1,190 691 7,206 (968) 6,238

  営業利益又は営業損失(△) △150 216 29 94 39 133

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,184 1,394 62 2,641

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 6,238

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高 
  の割合(％)

19.0 22.3 1.0 42.3
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号
平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 
  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社及び連結子会社の事業は、産業用工具(チップ、切削工具、その他)の製造・販売並びにこれら

の付随業務の単一事業となっております。当社グループの販売体制は、国内においては当社が、海外
においては主に欧州をHitachi Tool Engineering Europe GmbH(ドイツ)が担当しております。現地法
人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業
活動を展開しております。 
したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及

び「ドイツ」の２つを報告セグメントとしております。 
  

  

(単位：百万円) 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、中国の現地法人の事業活動を含ん

でおります。 

  

(単位：百万円) 

 
  

該当事項はありません。  
  

【セグメント情報】

(追加情報)

1.報告セグメントの概要

2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)

報告セグメント その他 
(注)

合計
日本 ドイツ 計

売上高

 外部顧客に対する売上高 5,806 1,290 7,097 614 7,712

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

1,172 35 1,207 ― 1,207

計 6,978 1,326 8,305 614 8,919

セグメント利益又は損失(△) 942 276 1,219 △12 1,206

3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額
の主な内容(差異調整に関する事項)

利  益 金  額

報告セグメント計 1,219

「その他」の区分の損失 △12

セグメント間取引消去 △107

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 1,099

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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