
平成 22 年 11 月 8 日

各　　位

会 社 名 日立工機株式会社

代 表 者 名 取締役社長　加藤　清

（コード番号 ６５８１　東証・大証１部）

問 合 せ 先 広報室長　吉成　雅人

(TEL.03‐5783‐0601)

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期　決算短信」の一部訂正について

当社は、平成 22 年 11 月 1 日付「当社連結子会社の不適切な取引および会計処理に関する調査結果等

について」において、過年度決算の訂正につきましては、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいた

しました。このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記のとおりご報告いたします。

訂正個所を含むページについては訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正個所には　　　　　（アン

ダーライン）を付して表示しております。

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記

１．訂正を行う決算短信

　　　決算期　平成 21 年 3 月期　決算短信

　　　発表日　平成 21 年４月 27 日

２．訂正の理由

　　　当社連結子会社において不適切な取引および会計処理があったため。

　　　詳細は、平成 22 年 11 月 1 日付「当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果等

　　について」をご参照ください。

以　上
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【訂正前】（1 ページ）

平成 21 年 3 月期  決算短信

平成 21 年 4 月 27 日
　　　　
上場会社名 日立工機 上場取引所　東 大
コード番号 6581　　　 URL　http://www.hitachi-koki.co.jp/
代表者 （役職名）取締役社長　　　　　　　　　　　（氏名）小西  康之

問合せ先責任者 （役職名）総務本部　広報室長              （氏名）山崎  晋吾 TEL 03ー5783 ー0601
定時株主総会開催予定日 　平成 21 年 6 月 25 日 配当支払開始予定日　　　平成 21 年 5 月 29 日

有価証券報告書提出予定日 　平成 21 年 6 月 25 日

（百万円未満切捨て）

１．平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
(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 ％

21 年 3 月期 142,013 △18.7 12,220 △45.3 10,012 △55.5 5,034 △67.6
20 年 3 月期 174,756 14.2 22,320 16.2 22,483 17.8 15,561 19.1

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

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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 49.66 49.66 4.3 6.3 8.6
20 年 3 月期 150.90 150.74 13.2 14.0 12.8

　(参考)　持分法投資損益　　　21 年３月期　　△21 百万円　　　20 年３月期　　△14 百万円

(2)　連結財政状態
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

21 年 3 月期 152,553 112,275 73.0 1,097.81
20 年 3 月期 167,501 121,887 72.1 1,180.02

（参考）自己資本 21 年 3 月期 111,303 百万円 20 年 3 月期 120,784 百万円

(3)　連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 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

21 年 3 月期 △10,098 △1,916 599 16,688
20 年 3 月期 7,092 △6,612 △1,750 29,718

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間
配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 3 月期 10.00 10.00 10.00 15.00 45.00 4,633 29.8 3.9

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
（予想）

6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 49.9

20 年 3 月期 期末配当金の内訳 普通配当 10 円 00 銭、特別配当 5 円 00 銭
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

３．平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）
（％表示は通期は対前期、第 2 四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

68,300 △18.9 3,500 △67.9 3,200 △68.0 2,100 △69.3 20.71

通期 143,000 0.7 8,000 △34.5 7,500 △25.1 5,000 △0.7 49.32
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【訂正後】（1 ページ）

平成 21 年 3 月期  決算短信

平成 21 年 4 月 27 日
　　　　
上場会社名 日立工機 上場取引所　東 大
コード番号 6581　　　 URL　http://www.hitachi-koki.co.jp/
代表者 （役職名）取締役社長　　　　　　　　　　　（氏名）小西  康之

問合せ先責任者 （役職名）総務本部　広報室長              （氏名）山崎  晋吾 TEL 03ー5783 ー0601
定時株主総会開催予定日 　平成 21 年 6 月 25 日 配当支払開始予定日　　　平成 21 年 5 月 29 日

有価証券報告書提出予定日 　平成 21 年 6 月 25 日

（百万円未満切捨て）

１．平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
(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 ％

21 年 3 月期 139,203 △19.5 11,099 △47.9 8,884 △58.6 3,530 △75.2
20 年 3 月期 172,876 13.8 21,298 13.7 21,460 15.3 14,229 12.0

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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 34.82 34.82 3.1 5.6 8.0
20 年 3 月期 137.99 137.84 12.2 13.5 12.3

　(参考)　持分法投資損益　　　21 年３月期　　△21 百万円　　　20 年３月期　　△14 百万円

(2)　連結財政状態
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

21 年 3 月期 149,675 109,036 72.2 1,065.85
20 年 3 月期 165,438 119,734 71.7 1,159.00

（参考）自己資本 21 年 3 月期 108,063 百万円 20 年 3 月期 118,632 百万円

(3)　連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 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

21 年 3 月期 △10,275 △1,916 776 16,688
20 年 3 月期 7,092 △6,612 △1,750 29,718

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間
配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 3 月期 10.00 10.00 10.00 15.00 45.00 4,633 32.6 3.9

21 年 3 月期 11.00 13.00 11.00 6.00 41.00 4,156 117.7 3.9
22 年 3 月期
（予想）

6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 48.7

20 年 3 月期 期末配当金の内訳 普通配当 10 円 00 銭、特別配当 5 円 00 銭
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

３．平成 22 年 3 月期の連結業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）
（％表示は通期は対前期、第 2 四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

68,300 △17.3 3,500 △65.5 3,200 △65.5 2,100 △64.0 20.71

通期 143,000 2.7 8,000 △27.9 7,500 △15.6 5,000 41.6 49.32
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【訂正前】（2 ページ）

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

　　新規　―社（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　除外　―社（社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(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）

　　① 会計基準等の改正に伴う変更　　有

　　② ①以外の変更　　　　　　　　　有

　　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期末発行済株式数（自己株式を含む）　　21 年 3 月期　　123,072,776 株　　　20 年 3 月期　　123,072,776 株

　　②期末自己株式数　　　　　　　　　　　　21 年 3 月期　　 21,685,825 株　　　20 年 3 月期　　 20,715,125 株

　　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、18 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．21 年３月期の個別業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
(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 ％

21 年 3 月期 69,048 △17.4 8,716 △45.4 11,655 △34.8 8,136 △33.8
20 年 3 月期 83,569 6.9 15,950 11.1 17,872 11.6 12,282 21.7

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

円 銭 円 銭

21 年 3 月期 80.26 80.25
20 年 3 月期 119.11 118.98

(2)　個別財政状態
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

21 年 3 月期 123,011 111,974 91.0 1,104.42
20 年 3 月期 131,057 110,836 84.6 1,082.84

（参考）自己資本 21 年 3 月期 111,974 百万円 20 年 3 月期 110,836 百万円

2．平成 22 年 3 月期の個別業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）
（％表示は通期は対前期、第 2 四半期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
累計期間

27,000 △31.1 500 △93.1 2,500 △71.9 2,000 △66.8 19.73

通期 55,000 △20.3 1,700 △80.5 4,500 △61.4 3,400 △58.2 33.53

※　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」をご覧下さい。
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【訂正後】（2 ページ）

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

　　新規　―社（社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　除外　―社（社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(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）

　　① 会計基準等の改正に伴う変更　　有

　　② ①以外の変更　　　　　　　　　有

　　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期末発行済株式数（自己株式を含む）　　21 年 3 月期　　123,072,776 株　　　20 年 3 月期　　123,072,776 株

　　②期末自己株式数　　　　　　　　　　　　21 年 3 月期　　 21,685,825 株　　　20 年 3 月期　　 20,715,125 株

　　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、18 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．21 年３月期の個別業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）
(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 ％

21 年 3 月期 69,048 △17.0 8,716 △45.4 11,800 △34.0 7,086 △36.6
20 年 3 月期 83,186 6.3 15,950 11.3 17,869 12.2 11,173 15.7

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

円 銭 円 銭

21 年 3 月期 69.90 69.89
20 年 3 月期 108.35 108.23

(2)　個別財政状態
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

21 年 3 月期 121,283 109,062 89.9 1,062.68
20 年 3 月期 129,195 108,974 84.3 1,064.05

（参考）自己資本 21 年 3 月期 109,062 百万円 20 年 3 月期 108,974 百万円

2．平成 22 年 3 月期の個別業績予想（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）
（％表示は通期は対前期、第 2 四半期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
累計期間

27,000 △31.1 500 △93.1 2,500 △72.0 2,000 △63.9 19.73

通期 55,000 △20.3 1,700 △80.5 4,500 △61.9 3,400 △52.0 33.53

※　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」をご覧下さい。
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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、第２四半期までは、米国の景気後退が日本や西欧に影響を及ぼし始め
ていたものの、資源国、新興国は概ね好調に推移しておりました。ところが、平成２０年９月に発生し
た米国発の金融危機が、その後瞬く間に世界の実体経済に波及し、日米欧の先進国はもとより、新興国
なども巻き込んだ世界同時不況にまで発展しました。加えて、為替が急激かつ大幅な円高に陥り、グロ
ーバルに事業を展開する当社グループにとって、大変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、第２四半期までは、住宅投資の低迷する日米では苦戦してい
たものの、欧州その他の地域は引き続き高い伸びを示し、全体ではほぼ前年並みの業績となりました。
 第３四半期以降は、激変した経営環境に対応すべく、生産調整をしつつ販売ルートの強化や、新製品
の投入並びに本格参入したエンジン・園芸工具事業製品の拡販を行いました。また、収益確保の面で
は、グローバルでの構造改革の断行や一部製品の海外生産シフトなどを実施しましたが、景気後退によ
る極端な需要減退や大幅な円高による為替差損が想定以上に大きな打撃となり、年度後半は大幅な減収
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１，４２０億１千３百万円（前期比１９％減）、営業利益
１２２億２千万円（前期比４５％減）、経常利益１００億１千２百万円（前期比５５％減）、当期純利
益５０億３千４百万円（前期比６８％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、販売体制を見直しエリア営業を強化しつつ、リチウムイオン電池製品やエンジン工
具などを積極的に拡販したものの、住宅投資の減少や設備投資の低迷など景気悪化の影響を受け、売上
高は前期比１７％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深耕や新規販路の獲得などに努めたものの、米国の住
宅投資の大幅な減少や個人消費の減速など景気後退の影響を大きく受け、さらに為替も大幅に円高推移
したことから、売上高は前期比３２％の減少となりました。  
 欧州地域においては、大手ホームセンターや大手広域販売店などの新規開拓や取引拡大に努め、ドイ
ツやイギリスなどで成果が出始めたものの、これまで当社の業績を牽引してきたロシアにおいて、金融
不安などから一時期経済活動が停止に近い状態に陥ったことをはじめ、東欧を含めた欧州の景気が後退
局面に入ったため、売上が低迷しました。加えて、為替も大幅に円高推移したことから、欧州地域全体
における売上高は前期比１７％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、中近東などで現地通貨ベースの売上は比較的順調に推移
したものの、その他地域の景気減速や円高などの影響を受け、売上高は前期比１１％の減少となりまし
た。  
 その結果当事業の業績は、売上高１，３６４億２千４百万円（前期比２０％減）、営業利益１０７億
２千２百万円（前期比４９％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、厳しい市況の中、遠心機の新製品拡販や大学・官公庁研究施設などへの積極的な営
業活動を展開し、海外においては、景気後退の影響を受けたものの、ワクチン生産用超遠心機の一括受
注や期間限定の特別セールなどを積極的に実施しました。 

 その結果当事業の業績は、売上高５５億８千８百万円（前期比７％増）、営業利益１４億９千７百万
円（前期比１３％増）となりました。 

  
［次期の見通し］ 

 当面の経済環境をみますと、現状の世界不況を打開すべく各国政府は、金融安定化策と景気対策を打
ち出しておりますが、その効果が表れ景気が回復に向かうのは、早くとも年度後半以降と見込まれてお
ります。加えて、為替の変動、原材料価格の動向など、依然として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、主力の電動工具事業で日米欧の主要３市場において、新規販
売店や新規販路の開拓、販売力のある大手ホームセンターや大手広域販売店との関係強化・取引拡大に
意欲的に取り組むとともに、新興国においては、中近東やインドで二桁成長を持続させ、新たに進出し
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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、第２四半期までは、米国の景気後退が日本や西欧に影響を及ぼし始め
ていたものの、資源国、新興国は概ね好調に推移しておりました。ところが、平成２０年９月に発生し
た米国発の金融危機が、その後瞬く間に世界の実体経済に波及し、日米欧の先進国はもとより、新興国
なども巻き込んだ世界同時不況にまで発展しました。加えて、為替が急激かつ大幅な円高に陥り、グロ
ーバルに事業を展開する当社グループにとって、大変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、第２四半期までは、住宅投資の低迷する日米では苦戦してい
たものの、欧州その他の地域は引き続き高い伸びを示し、全体ではほぼ前年並みの業績となりました。
 第３四半期以降は、激変した経営環境に対応すべく、生産調整をしつつ販売ルートの強化や、新製品
の投入並びに本格参入したエンジン・園芸工具事業製品の拡販を行いました。また、収益確保の面で
は、グローバルでの構造改革の断行や一部製品の海外生産シフトなどを実施しましたが、景気後退によ
る極端な需要減退や大幅な円高による為替差損が想定以上に大きな打撃となり、年度後半は大幅な減収
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１，３９２億３百万円（前期比１９％減）、営業利益１１
０億９千９百万円（前期比４８％減）、経常利益８８億８千４百万円（前期比５９％減）、当期純利益
３５億３千万円（前期比７５％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、販売体制を見直しエリア営業を強化しつつ、リチウムイオン電池製品やエンジン工
具などを積極的に拡販したものの、住宅投資の減少や設備投資の低迷など景気悪化の影響を受け、売上
高は前期比１６％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深耕や新規販路の獲得などに努めたものの、米国の住
宅投資の大幅な減少や個人消費の減速など景気後退の影響を大きく受け、さらに為替も大幅に円高推移
したことから、売上高は前期比３２％の減少となりました。  
 欧州地域においては、大手ホームセンターや大手広域販売店などの新規開拓や取引拡大に努め、イギ
リスなどで成果が出始めたものの、これまで当社の業績を牽引してきたロシアにおいて、金融不安など
から一時期経済活動が停止に近い状態に陥ったことをはじめ、東欧を含めた欧州の景気が後退局面に入
ったため、売上が低迷しました。加えて、為替も大幅に円高推移したことから、欧州地域全体における
売上高は前期比１９％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、中近東などで現地通貨ベースの売上は比較的順調に推移
したものの、その他地域の景気減速や円高などの影響を受け、売上高は前期比１２％の減少となりまし
た。  
 その結果当事業の業績は、売上高１，３３６億１千４百万円（前期比２０％減）、営業利益９６億１
百万円（前期比５２％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、厳しい市況の中、遠心機の新製品拡販や大学・官公庁研究施設などへの積極的な営
業活動を展開し、海外においては、景気後退の影響を受けたものの、ワクチン生産用超遠心機の一括受
注や期間限定の特別セールなどを積極的に実施しました。 

 その結果当事業の業績は、売上高５５億８千８百万円（前期比７％増）、営業利益１４億９千７百万
円（前期比１３％増）となりました。 

  
［次期の見通し］ 

 当面の経済環境をみますと、現状の世界不況を打開すべく各国政府は、金融安定化策と景気対策を打
ち出しておりますが、その効果が表れ景気が回復に向かうのは、早くとも年度後半以降と見込まれてお
ります。加えて、為替の変動、原材料価格の動向など、依然として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、主力の電動工具事業で日米欧の主要３市場において、新規販
売店や新規販路の開拓、販売力のある大手ホームセンターや大手広域販売店との関係強化・取引拡大に
意欲的に取り組むとともに、新興国においては、中近東やインドで二桁成長を持続させ、新たに進出し
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た中南米では当社ブランドの早期市場浸透を図ることなどにより、売上を確保してまいります。また、
戦略製品であるリチウムイオン電池製品、特にユーザーメリットの多いブラシレスモーター搭載製品の
品揃え強化、自社開発高圧コンプレッサーのシリーズ展開を起爆剤とした空気工具の拡販などに積極的
に取り組んでまいります。さらに、エンジン工具事業では、中国生産の増強を進めコスト競争力の強化
を図るとともに、排気ガス規制に対応し市場価格に適応した製品を積極的に市場に投入するなど事業展
開を本格化することにより、大幅な売上増を図ってまいります。  
 ライフサイエンス機器事業においては、主要取引先での機器導入計画の見直しや設備投資の引き締め
などが予想されるものの、新製品の拡販やユーザーへの集中訪問、中国・インドなどでの需要掘り起こ
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、収益の面では、当期第３四半期以降に実施しましたグローバルでの構造改革による固定費削減
や、生産の海外シフトによる製造コスト低減などの効果が、本格的に寄与してくることに加え、生産性
の向上や原価低減の更なる徹底を強力に推進することにより、改善を図ってまいります。 

 こ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１００円、１ユーロ１３０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、１，５２５億５千３百万円であり、前期末に比べて１４９億４千７百万円
の減少となりました。このうち流動資産は１，１６４億２千５百万円となり、前期末に比べて１０８億
５千７百万円の減少となりました。これは主に、大幅な減収減益により、資金、受取手形及び売掛金が
減少したことによるものです。  
 当期末における負債は、４０２億７千７百万円であり、前期末に比べて５３億３千６百万円の減少と
なりました。これは主に、減益により未払法人税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、１，１２２億７千５百万円であり、前期末に比べて９６億１千１百万円の
減少となりました。これは主に、円高の影響により為替換算調整勘定が減少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９１億９千１百万円などが
あったものの、棚卸資産の増加１６３億２千４百万円、法人税等の支払額１０５億２千９百万円などに
より、１００億９千８百万円の支出となりました。 

 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、１９億１千６百万円の支出と
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５０億７千３百万円の支払いなどがあったも
のの、短期借入金の増加７０億１千７百万円などにより、５億９千９百万円の収入となりました。 

 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１３０億２千９百万円減少し、１６６億
８千８百万円となりました。  

  
  
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]  
 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。当期の配当
は、第１四半期１１円、第２四半期は普通配当１１円に創立６０周年記念配当２円を加え合計１３円、

   売上高  営業利益  経常利益 当期純利益  

 平成２２年３月期  １４３，０００  ８，０００  ７，５００  ５，０００
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た中南米では当社ブランドの早期市場浸透を図ることなどにより、売上を確保してまいります。また、
戦略製品であるリチウムイオン電池製品、特にユーザーメリットの多いブラシレスモーター搭載製品の
品揃え強化、自社開発高圧コンプレッサーのシリーズ展開を起爆剤とした空気工具の拡販などに積極的
に取り組んでまいります。さらに、エンジン工具事業では、中国生産の増強を進めコスト競争力の強化
を図るとともに、排気ガス規制に対応し市場価格に適応した製品を積極的に市場に投入するなど事業展
開を本格化することにより、大幅な売上増を図ってまいります。  
 ライフサイエンス機器事業においては、主要取引先での機器導入計画の見直しや設備投資の引き締め
などが予想されるものの、新製品の拡販やユーザーへの集中訪問、中国・インドなどでの需要掘り起こ
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、収益の面では、当期第３四半期以降に実施しましたグローバルでの構造改革による固定費削減
や、生産の海外シフトによる製造コスト低減などの効果が、本格的に寄与してくることに加え、生産性
の向上や原価低減の更なる徹底を強力に推進することにより、改善を図ってまいります。 

 こ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１００円、１ユーロ１３０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、１，４９６億７千５百万円であり、前期末に比べて１５７億６千３百万円
の減少となりました。このうち流動資産は１，１３５億４千７百万円となり、前期末に比べて１１６億
７千２百万円の減少となりました。これは主に、大幅な減収減益により、資金、受取手形及び売掛金が
減少したことによるものです。  
 当期末における負債は、４０６億３千９百万円であり、前期末に比べて５０億６千４百万円の減少と
なりました。これは主に、減益により未払法人税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、１,０９０億３千６百万円であり、前期末に比べて１０６億９千８百万円
の減少となりました。これは主に、円高の影響により為替換算調整勘定が減少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７５億４千４百万円などが
あったものの、棚卸資産の増加１６５億６千４百万円、法人税等の支払額１０５億２千９百万円などに
より、１０２億７千５百万円の支出となりました。 

 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、１９億１千６百万円の支出と
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５０億７千３百万円の支払いなどがあったも
のの、短期借入金の増加７１億９千４百万円などにより、７億７千６百万円の収入となりました。 

 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１３０億２千９百万円減少し、１６６億
８千８百万円となりました。  

  
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]  
 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。当期の配当
は、第１四半期１１円、第２四半期は普通配当１１円に創立６０周年記念配当２円を加え合計１３円、

   売上高  営業利益  経常利益 当期純利益  

 平成２２年３月期  １４３，０００  ８，０００  ７，５００  ５，０００
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４．連結財務諸表

(1）連結貸借対照表

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（平成20年３月31日現在） 
平成21年３月期

（平成21年３月31日現在） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金  10,105  12,620

預け金  19,612  4,068

受取手形及び売掛金  48,978  38,837

たな卸資産  41,632  51,801

繰延税金資産  4,951  5,365

その他 2,997 4,834 

貸倒引当金 △995 △1,102

流動資産合計  127,282  116,425

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物  32,604  32,482

減価償却累計額 △19,893 △20,243

建物及び構築物（純額）  12,710  12,239

機械装置及び運搬具  42,075  40,504

減価償却累計額 △34,915 △34,179

機械装置及び運搬具（純額）  7,159  6,325

土地  3,530  3,427

その他  10,764  10,631

減価償却累計額 △7,786 △8,587

その他（純額）  2,978  2,043

有形固定資産合計  26,379  24,035

無形固定資産 

のれん  5,527  5,278

その他  1,935  2,118

無形固定資産合計  7,463  7,396

投資その他の資産 

投資有価証券  2,429  971

従業員に対する長期貸付金  578  445

繰延税金資産  1,395  1,032

その他  2,020  2,248

貸倒引当金 △48 △3

投資その他の資産合計  6,375  4,695

固定資産合計  40,218  36,127

資産合計  167,501  152,553
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４．連結財務諸表 

 (1) 連結貸借対照表 

  

  

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（平成20年３月31日現在） 
平成21年３月期

（平成21年３月31日現在） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金  10,105  12,620

預け金  19,612  4,068

受取手形及び売掛金  46,390  35,404

たな卸資産  42,093  52,153

繰延税金資産  4,972  5,528

その他 2,997 4,834 

貸倒引当金 △951 △1,062

流動資産合計  125,220  113,547

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物  32,604  32,482

減価償却累計額 △19,893 △20,243

建物及び構築物（純額）  12,710  12,239

機械装置及び運搬具  42,075  40,504

減価償却累計額 △34,915 △34,179

機械装置及び運搬具（純額）  7,159  6,325

土地  3,530  3,427

その他  10,764  10,631

減価償却累計額 △7,786 △8,587

その他（純額）  2,978  2,043

有形固定資産合計  26,379  24,035

無形固定資産 

のれん  5,527  5,278

その他  1,935  2,118

無形固定資産合計  7,463  7,396

投資その他の資産 

投資有価証券  2,429  971

従業員に対する長期貸付金  578  445

繰延税金資産  1,395  1,032

その他  2,020  2,248

貸倒引当金 △48 △3

投資その他の資産合計  6,375  4,695

固定資産合計  40,218  36,127

資産合計  165,438  149,675
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  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（平成20年３月31日現在） 
平成21年３月期

（平成21年３月31日現在） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金  13,136  11,374

短期借入金  9,963  14,194

未払費用  8,378  6,792

未払法人税等  6,097  696

役員賞与引当金  110  83

その他 3,359 3,438 

流動負債合計  41,045  36,579

固定負債 

退職給付引当金  3,979  3,101

役員退職慰労引当金  389  401

その他  200  194

固定負債合計  4,569  3,697

負債合計  45,614  40,277

純資産の部 

株主資本 

資本金  17,813  17,813

資本剰余金  21,533  21,555

利益剰余金  94,255  94,116

自己株式 △12,340 △13,642

株主資本合計  121,262  119,843

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金  608 △21

繰延ヘッジ損益  0 △9

為替換算調整勘定 △1,086 △8,508

評価・換算差額等合計 △477 △8,539

少数株主持分  1,102  972

純資産合計  121,887  112,275

負債純資産合計  167,501  152,553

14

k149511
タイプライターテキスト
【訂正前】(9ページ)



（単位：百万円）

    

  
  

平成20年３月期
（平成20年３月31日現在） 

平成21年３月期
（平成21年３月31日現在） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金  13,136  11,374

短期借入金  9,963  14,194

未払費用  8,384  6,804

未払法人税等  6,097  696

役員賞与引当金  110  83

その他 3,443  3,788

流動負債合計  41,135  36,941

固定負債 

退職給付引当金  3,979  3,101

役員退職慰労引当金  389  401

その他  200  194

固定負債合計  4,569  3,697

負債合計  45,704  40,639

純資産の部 

株主資本 

資本金  17,813  17,813

資本剰余金  21,533  21,555

利益剰余金  92,149  90,506

自己株式 △12,340 △13,642

株主資本合計  119,156  116,233

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金  608 △21

繰延ヘッジ損益  0 △9

為替換算調整勘定 △1,133 △8,138

評価・換算差額等合計 △524 △8,169

少数株主持分  1,102  972

純資産合計  119,734  109,036

負債純資産合計  165,438  149,675
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(2）連結損益計算書

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高  174,756  142,013

売上原価  101,464  83,978

売上総利益  73,292  58,035

販売費及び一般管理費  50,971  45,814

営業利益  22,320  12,220

営業外収益 

受取利息  404  445

受取配当金  36  34

為替差益  88 －

不動産賃貸料  449  522

貸倒引当金戻入額  67  20

その他  224  236

営業外収益合計  1,270  1,259

営業外費用 

支払利息  635  768

為替差損 －  2,205

持分法による投資損失  14  21

固定資産除却損  92  61

不動産賃貸費用  274  292

その他  91  116

営業外費用合計  1,107  3,466

経常利益  22,483  10,012

特別利益 

土地売却益  802  964

投資有価証券売却益 －  245

受取補償金  88 －

特別利益合計  890  1,210

特別損失 

在外子会社退職給付制度終了損  368 －

ＰＣＢ廃棄物処理費用  148 －

特別退職金  15  2,032

特別損失合計 533 2,032 

税金等調整前当期純利益  22,841  9,191

法人税、住民税及び事業税  7,893  3,787

法人税等調整額 △819  238

法人税等合計  7,074  4,026

少数株主利益  205  129

当期純利益  15,561  5,034
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 (2) 連結損益計算書 

  

    

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高  172,876  139,203

売上原価  101,014  82,332

売上総利益  71,861  56,871

販売費及び一般管理費  50,562  45,771

営業利益  21,298  11,099

営業外収益 

受取利息  404  445

受取配当金  36  34

為替差益  88 －

不動産賃貸料  449  522

貸倒引当金戻入額  67  20

その他  224  236

営業外収益合計  1,270  1,259

営業外費用 

支払利息  636  776

為替差損 －  2,205

持分法による投資損失  14  21

固定資産除却損  92  61

不動産賃貸費用  274  292

その他  91  116

営業外費用合計  1,109  3,474

経常利益  21,460  8,884

特別利益 

土地売却益  802  964

投資有価証券売却益 －  245

受取補償金  88 －

特別利益合計  890  1,210

特別損失 

在外子会社退職給付制度終了損  368 －

ＰＣＢ廃棄物処理費用  148 －

特別退職金  15  2,032

付加価値税修正損 284 518 

特別損失合計 817 2,551 

税金等調整前当期純利益  21,533  7,544

法人税、住民税及び事業税  7,893  3,787

法人税等調整額 △796  96

法人税等合計  7,097  3,884

少数株主利益  205  129

当期純利益  14,229  3,530
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(3）連結株主資本等変動計算書

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  21,470  21,533

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  21,533  21,555

利益剰余金 

前期末残高  83,310  94,255

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 △4,647 △5,083

当期純利益  15,561  5,034

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰
余金増加 

 30 －

当期変動額合計  10,944 △48

当期末残高  94,255  94,116

自己株式 

前期末残高 △10,847 △12,340

当期変動額 

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  66  23

当期変動額合計 △1,492 △1,302

当期末残高 △12,340 △13,642

株主資本合計 

前期末残高  111,746  121,262

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 △4,647 △5,083

当期純利益  15,561  5,034

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰
余金増加 

 30 －

当期変動額合計  9,515 △1,329

当期末残高  121,262  119,843

18

k149511
タイプライターテキスト
【訂正前】(11ページ)



  

   

  (3) 連結株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  21,470  21,533

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  21,533  21,555

利益剰余金 

前期末残高  82,536  92,149

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 △4,647 △5,083

当期純利益  14,229  3,530

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰
余金増加 

 30 －

当期変動額合計  9,612 △1,643

当期末残高  92,149  90,506

自己株式 

前期末残高 △10,847 △12,340

当期変動額 

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  66  23

当期変動額合計 △1,492 △1,302

当期末残高 △12,340 △13,642

株主資本合計 

前期末残高  110,972  119,156

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 △4,647 △5,083

当期純利益  14,229  3,530

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰
余金増加 

 30 －

当期変動額合計  8,184 △2,923

当期末残高  119,156  116,233
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  （単位：百万円）

  

  

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  1,280  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △671 △630

当期変動額合計 △671 △630

当期末残高  608 △21

繰延ヘッジ損益 

前期末残高  0  0

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △9

当期変動額合計 △0 △9

当期末残高  0 △9

為替換算調整勘定 

前期末残高  1,976 △1,086

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,062 △7,421

当期変動額合計 △3,062 △7,421

当期末残高 △1,086 △8,508

評価・換算差額等合計 

前期末残高  3,256 △477

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,734 △8,061

当期変動額合計 △3,734 △8,061

当期末残高 △477 △8,539

少数株主持分 

前期末残高  949  1,102

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  153 △130

当期変動額合計  153 △130

当期末残高  1,102  972

純資産合計 

前期末残高  115,952  121,887

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 △4,647 △5,083

当期純利益  15,561  5,034

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰余
金増加  30 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,581 △8,191

当期変動額合計  5,934 △9,521

当期末残高  121,887  112,275
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  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  1,280  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △671 △630

当期変動額合計 △671 △630

当期末残高  608 △21

繰延ヘッジ損益 

前期末残高  0  0

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △9

当期変動額合計 △0 △9

当期末残高  0 △9

為替換算調整勘定 

前期末残高  1,910 △1,133

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,043 △7,004

当期変動額合計 △3,043 △7,004

当期末残高 △1,133 △8,138

評価・換算差額等合計 

前期末残高  3,190 △524

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,715 △7,644

当期変動額合計 △3,715 △7,644

当期末残高 △524 △8,169

少数株主持分 

前期末残高  949  1,102

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  153 △130

当期変動額合計  153 △130

当期末残高  1,102  972

純資産合計 

前期末残高  115,112  119,734

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 △4,647 △5,083

当期純利益  14,229  3,530

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

在外子会社の英国会計基準適用に伴う利益剰余
金増加  30 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,562 △7,774

当期変動額合計  4,622 △10,698

当期末残高  119,734  109,036
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  （単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  22,841  9,191

減価償却費  4,774  4,632

退職給付引当金の増減額（△は減少） △561 △1,216

受取利息及び受取配当金 △441 △479

支払利息  635  768

有形固定資産売却損益（△は益） － △947

特別退職金 －  2,032

売上債権の増減額（△は増加） △9,453  3,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,851 △16,324

仕入債務の増減額（△は減少）  2,698  2,361

未払金の増減額（△は減少）  801 △107

未払費用の増減額（△は減少）  553 △125

その他 △723 △844

小計  14,272  2,376

利息及び配当金の受取額  440  479

利息の支払額 △621 △779

特別退職金の支払額 － △1,645

法人税等の支払額 △6,999 △10,529

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,092 △10,098

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 △379 △122

投資有価証券の売却による収入 －  732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

△225 －

有形固定資産の取得による支出 △4,413 △2,670

有形固定資産の売却による収入  1,118  1,021

無形固定資産の取得による支出 △778 △836

事業譲受による支出 △2,038 △172

その他  104  132

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,612 △1,916

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）  4,354  7,017

自己株式の取得による支出 △1,558 △1,326

自己株式の売却による収入  129  45

配当金の支払額 △4,623 △5,073

その他 △53 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,750  599

現金及び現金同等物に係る換算差額  13 △1,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,257 △13,029

現金及び現金同等物の期首残高  30,975  29,718

現金及び現金同等物の期末残高  29,718  16,688
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

（単位：百万円）

  
平成20年３月期

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

平成21年３月期
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  21,533  7,544

減価償却費  4,774  4,632

退職給付引当金の増減額（△は減少） △561 △1,216

受取利息及び受取配当金 △441 △479

支払利息  636  776

有形固定資産売却損益（△は益） － △947

特別退職金 －  2,032

売上債権の増減額（△は増加） △7,932  4,820

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,082 △16,564

仕入債務の増減額（△は減少）  2,698  2,365

未払金の増減額（△は減少）  801 △107

未払費用の増減額（△は減少）  555 △118

その他 △707 △532

小計  14,273  2,206

利息及び配当金の受取額  440  479

利息の支払額 △622 △786

特別退職金の支払額 － △1,645

法人税等の支払額 △6,999 △10,529

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,092 △10,275

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 △379 △122

投資有価証券の売却による収入 －  732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

△225 －

有形固定資産の取得による支出 △4,413 △2,670

有形固定資産の売却による収入  1,118  1,021

無形固定資産の取得による支出 △778 △836

事業譲受による支出 △2,038 △172

その他  104  132

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,612 △1,916

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）  4,354  7,194

自己株式の取得による支出 △1,558 △1,326

自己株式の売却による収入  129  45

配当金の支払額 △4,623 △5,073

その他 △53 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,750  776

現金及び現金同等物に係る換算差額  13 △1,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,257 △13,029

現金及び現金同等物の期首残高  30,975  29,718

現金及び現金同等物の期末残高  29,718  16,688
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平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める電動工具事業の割合が 

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

  

  

平成21年３月期（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。 

  

ι（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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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  

   平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成21年３月31日）  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める電動工具事業の割合が 

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。 

  

  

平成21年３月期（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。 

  

  
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  133,614  5,588  139,203  －  139,203

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  133,614  5,588  139,203 (－)  139,203

営業費用  124,012  4,090  128,103 (－)  128,103

営業利益  9,601  1,497  11,099 (－)  11,099

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
        

資産  139,613  10,062  149,675  －  149,675

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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平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

  

平成21年３月期（自 平成20年４月１日 至 平成21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 
 53,818  10,224  67,267  37,172  6,273  174,756  －  174,756

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 37,068  45,534  343  227  15  83,190 (83,190)  －

計  90,887  55,759  67,611  37,399  6,289  257,946 (83,190)  174,756

営業費用  74,199  50,454  64,553  38,120  5,982  233,310 (80,874)  152,435

営業利益  16,688  5,305  3,057 △721  306  24,636 (2,315)  22,320

Ⅱ 資産  96,101  30,232  49,001  21,363  2,626  199,324 (31,823)  167,501

  
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
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  ｂ．所在地別セグメント情報 

  

平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

平成21年３月期（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

  

  
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 
 53,435  10,224  65,770  37,172  6,273  172,876  －  172,876

(2）セグメント間の内 

  部売上高又は振替 

  高 

 37,068  45,534  343  227  15  83,190 (83,190)  －

計  90,504  55,759  66,114  37,399  6,289  256,066 (83,190)  172,876

営業費用  73,816  50,454  63,917  38,120  5,982  232,290 (80,713)  151,577

営業利益  16,688  5,305  2,196 △721  306  23,775 (2,476)  21,298

Ⅱ 資産  96,203  30,150  46,918  21,363  2,626  197,262 (31,823)  165,438

  
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  10,033  52,296  25,384  5,950  139,203  －  139,203

(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  55,439  52,552  26,096  5,984  215,351 (76,148)  139,203

営業費用  67,403  51,116  52,713  25,883  5,746  202,863 (74,759)  128,103

営業利益  7,875  4,322  △160  213  237  12,488 (1,388)  11,099

Ⅱ 資産  82,218  32,412  45,373  20,200  2,673  182,878 (33,203)  149,675
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平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   

 

平成21年３月期（自 平成20年４月１日 至 平成21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）  12,204  66,747  39,187  7,932  126,072

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  174,756

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 7.0  38.2  22.4  4.5  72.1

  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）  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
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  ｃ．海外売上高 

  

平成20年３月期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   

 

平成21年３月期（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

  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）  12,204  65,250  39,187  7,932  124,574

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  172,876

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 7.1  37.7  22.7  4.6  72.1

  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）  10,933  53,141  27,110  6,924  98,109

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  139,203

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 7.8  38.2  19.5  5.0  70.5
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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。  

  

  

  （重要な後発事象） 

    該当事項なし。  

  

（１株当たり情報）

    （平成20年３月期）   （平成21年３月期） 

  一株当たり当期純利益         

    当期純利益 15,561 百万円  5,034 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 15,561    5,034  

    普通株式の期中平均株式数 103,124 千株   101,382 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  110 千株   10 千株 

    (うち新株予約権)  110    10  
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 （１株当たり情報） 

  

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。  

  

  

  （重要な後発事象） 

    該当事項なし。  

  

    （平成20年３月期）   （平成21年３月期） 

  一株当たり当期純利益         

    当期純利益 14,229 百万円  3,530 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 14,229    3,530  

    普通株式の期中平均株式数 103,124 千株   101,382 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  110 千株   10 千株 

    (うち新株予約権)  110    10  
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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20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金 3,189 8,419 

関係会社預け金 15,254 5 

受取手形 552 463 

売掛金 21,980 17,679 

製品 7,214 9,334 

半製品 1,199 1,555 

仕掛品 1,430 1,231 

材料 226 －

原材料及び貯蔵品 － 341 

未収入金 719 2,160 

関係会社短期貸付金 9,071 10,454 

繰延税金資産 1,861 1,534 

その他 320 128 

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 63,000 53,290 

固定資産     

有形固定資産     

建物 23,250 23,299 

減価償却累計額 △13,819 △14,329

建物（純額） 9,431 8,969 

構築物 2,522 2,524 

減価償却累計額 △1,807 △1,849

構築物（純額） 715 675 

機械及び装置 29,438 29,264 

減価償却累計額 △24,820 △25,067

機械及び装置（純額） 4,617 4,197 

車両運搬具 605 577 

減価償却累計額 △450 △454

車両運搬具（純額） 154 123 

工具、器具及び備品 4,645 5,282 

減価償却累計額 △3,586 △4,478

工具、器具及び備品（純額） 1,058 803 

土地 1,815 1,808 

建設仮勘定 84 17 

有形固定資産合計 17,877 16,595 

無形固定資産     

のれん 51 48 

施設利用権 6 4 

ソフトウエア 1,437 1,475 

無形固定資産合計 1,495 1,528 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,169 793 

関係会社株式 44,295 48,613 

従業員に対する長期貸付金 561 430 

繰延税金資産 764 745 

その他 1,320 1,587 

海外投資等損失引当金 △428 △574

投資その他の資産合計 48,683 51,596 

固定資産合計 68,057 69,720 

資産合計 131,057 123,010 
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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20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金 3,189 8,419 

関係会社預け金 15,254 5 

受取手形 552 463 

売掛金   21,980 17,679 

製品 7,214 －

半製品 1,199 －

商品及び製品 － 10,890 

仕掛品 1,430 1,231 

材料 226 －

原材料及び貯蔵品 － 341 

未収入金 719 2,160 

関係会社短期貸付金 9,071 10,454 

繰延税金資産 1,861 1,534 

その他 320 128 

貸倒引当金 △821 △1,039

流動資産合計 62,198 52,270 

固定資産     

有形固定資産     

建物 23,250 23,299 

減価償却累計額 △13,819 △14,329

建物（純額） 9,431 8,969 

構築物 2,522 2,524 

減価償却累計額 △1,807 △1,849

構築物（純額） 715 675 

機械及び装置 29,438 29,264 

減価償却累計額 △24,820 △25,067

機械及び装置（純額） 4,617 4,197 

車両運搬具 605 577 

減価償却累計額 △450 △454

車両運搬具（純額） 154 123 

工具、器具及び備品 4,645 5,282 

減価償却累計額 △3,586 △4,478

工具、器具及び備品（純額） 1,058 803 

土地 1,815 1,808 

建設仮勘定 84 17 

有形固定資産合計 17,877 16,595 

無形固定資産     

のれん 51 48 

施設利用権 6 4 

ソフトウエア 1,437 1,475 

無形固定資産合計 1,495 1,528 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,169 793 

関係会社株式 43,014 47,331 

従業員に対する長期貸付金 561 430 

繰延税金資産 764 745 

その他 1,320 1,587 

投資その他の資産合計 47,830 50,889 

固定資産合計 67,203 69,013 

資産合計 129,402 121,283 
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  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

負債の部 

流動負債 

買掛金   6,084   3,884 

未払金 1,031 1,176 

未払費用 3,496 2,537 

未払法人税等 4,712 －

預り金 1,253 266 

役員賞与引当金 110 83 

その他 － 369 

流動負債合計 16,688 8,317 

固定負債 

退職給付引当金 3,165 2,333 

役員退職慰労引当金 366 385 

固定負債合計 3,531 2,718 

負債合計 20,220 11,036 

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 144 166 

資本剰余金合計 21,533 21,555 

利益剰余金 

利益準備金 3,080 3,080 

その他利益剰余金 80,139 83,192 

別途積立金 35,300 35,300 

繰越利益剰余金 44,839 47,892 

利益剰余金合計 83,220 86,273 

自己株式 △12,340 △13,642

株主資本合計 110,227 112,000 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 608 △16

繰延ヘッジ損益 － △9

評価・換算差額等合計 608 △26

純資産合計 110,836 111,974 

負債純資産合計 131,057 123,010 
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  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成20年３月31日） 
当事業年度

（平成21年３月31日） 

負債の部 

流動負債 

買掛金   6,084   3,884 

未払金 1,031 1,176 

未払費用 3,496 2,537 

未払法人税等 4,712 －

預り金 1,253 266 

役員賞与引当金 110 83 

その他 － 369 

流動負債合計 16,688 8,317 

固定負債 

退職給付引当金 3,165 2,333 

役員退職慰労引当金 366 385 

関係会社支援損失引当金 207 1,185 

固定負債合計 3,739 3,904 

負債合計 20,428 12,221 

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 144 166 

資本剰余金合計 21,533 21,555 

利益剰余金 

利益準備金 3,080 3,080 

その他利益剰余金 78,277 80,280 

別途積立金 35,300 35,300 

繰越利益剰余金 42,977 44,980 

利益剰余金合計 81,358 83,361 

自己株式 △12,340 △13,642

株主資本合計 108,365 109,088 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 608 △16

繰延ヘッジ損益 － △9

評価・換算差額等合計 608 △26

純資産合計 108,974 109,062 

負債純資産合計 129,402 121,283 
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(2）損益計算書

（単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高  83,569  69,048

売上原価     

製品売上原価  48,708  42,171

売上総利益  34,861  26,877

販売費及び一般管理費    18,911    18,160

営業利益  15,950  8,716

営業外収益     

受取利息  228  196

受取配当金  1,916  3,511

不動産賃貸料  462  528

海外投資等損失引当金戻入額  3 －

その他 56  44

営業外収益合計  2,667  4,281

営業外費用     

支払利息  4  2

固定資産除却損  64  43

為替差損  374  828

賃貸不動産維持費  281  292

海外投資等損失引当金繰入額 －  145

その他 20  29

営業外費用合計 745  1,342

経常利益  17,872  11,655

特別利益     

土地売却益  735  964

投資有価証券売却益 －  245

特別利益合計  735  1,210

特別損失     

特別退職金  15  1,460

関係会社株式評価損 －  245

特別損失合計  15  1,705

税引前当期純利益  18,592  11,160

法人税、住民税及び事業税  6,074  2,246

法人税等調整額  236  778

法人税等合計  6,310  3,024

当期純利益  12,282  8,136
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 (2) 損益計算書 

  

   

（単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高    83,186    69,048

売上原価     

製品売上原価  48,708  42,171

売上総利益  34,477  26,877

販売費及び一般管理費    18,527    18,160

営業利益  15,950  8,716

営業外収益     

受取利息  228  196

受取配当金    1,916    3,511

不動産賃貸料  462  528

その他 56  44

営業外収益合計  2,663  4,281

営業外費用     

支払利息  4  2

固定資産除却損  64  43

為替差損  374  828

賃貸不動産維持費  281  292

その他 20  29

営業外費用合計 745  1,196

経常利益  17,869  11,800

特別利益     

土地売却益  735  964

投資有価証券売却益 －  245

特別利益合計  735  1,210

特別損失     

特別退職金  15  1,460

関係会社株式評価損  327  245

貸倒引当金繰入額  570 218 

関係会社支援損失引当金繰入額  207  977

特別損失合計  1,121  2,901

税引前当期純利益  17,483  10,110

法人税、住民税及び事業税  6,074  2,246

法人税等調整額  236  778

法人税等合計  6,310  3,024

当期純利益  11,173  7,086

38

k149511
タイプライターテキスト
【訂正後】(21ページ)



  

  

(3）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  81  144

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  144  166

資本剰余金合計 

前期末残高  21,470  21,533

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  21,533  21,555

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  37,204  44,839

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  12,282  8,136

当期変動額合計  7,635  3,052

当期末残高  44,839  47,892

利益剰余金合計 

前期末残高  75,585  83,220

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  12,282  8,136

当期変動額合計  7,635  3,052

当期末残高  83,220  86,273
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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  81  144

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  144  166

資本剰余金合計 

前期末残高  21,470  21,533

当期変動額 

自己株式の処分  63  22

当期変動額合計  63  22

当期末残高  21,533  21,555

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  36,451  42,977

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  11,173  7,086

当期変動額合計  6,526  2,002

当期末残高  42,977  44,980

利益剰余金合計 

前期末残高  74,832  81,358

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  11,173  7,086

当期変動額合計  6,526  2,002

当期末残高  81,358  83,361
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  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

自己株式 

前期末残高 △10,847 △12,340

当期変動額 

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  66  23

当期変動額合計 △1,492 △1,302

当期末残高 △12,340 △13,642

株主資本合計 

前期末残高  104,021  110,227

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  12,282  8,136

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

当期変動額合計  6,206  1,772

当期末残高  110,227  112,000

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金

前期末残高  1,275  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △625

当期変動額合計 △666 △625

当期末残高  608 △16

繰延ヘッジ損益 

前期末残高  0 －

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △9

当期変動額合計 △0 △9

当期末残高 － △9

評価・換算差額等合計 

前期末残高  1,275  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △635

当期変動額合計 △666 △635

当期末残高  608 △26

純資産合計 

前期末残高  105,296  110,836

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  12,282  8,136

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △635

当期変動額合計  5,539  1,137

当期末残高  110,836  111,974
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  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

自己株式 

前期末残高 △10,847 △12,340

当期変動額 

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  66  23

当期変動額合計 △1,492 △1,302

当期末残高 △12,340 △13,642

株主資本合計 

前期末残高  103,268  108,365

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  11,173  7,086

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

当期変動額合計  5,097  722

当期末残高  108,365  109,088

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金

前期末残高  1,275  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △625

当期変動額合計 △666 △625

当期末残高  608 △16

繰延ヘッジ損益 

前期末残高  0 －

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △9

当期変動額合計 △0 △9

当期末残高 － △9

評価・換算差額等合計 

前期末残高  1,275  608

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △635

当期変動額合計 △666 △635

当期末残高  608 △26

純資産合計 

前期末残高  104,543  108,974

当期変動額 

剰余金の配当 △4,647 △5,083

当期純利益  11,173  7,086

自己株式の取得 △1,558 △1,326

自己株式の処分  129  45

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △666 △635

当期変動額合計  4,430  87

当期末残高  108,974  109,062
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