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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 87,509 4.3 2,321 △16.9 2,288 △20.4 227 △65.4
22年3月期第3四半期 83,887 △25.2 2,792 △75.1 2,876 △69.6 655 △89.5

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3四半期 2.24 2.24
22年3月期第3四半期 6.47 6.47

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3四半期 135,507 101,327 74.1 990.57
22年3月期 144,347 106,732 73.3 1,043.41

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  100,448百万円 22年3月期  105,802百万円

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 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00
23年3月期 6.00 6.00 6.00
23年3月期 

（予想）
6.00 24.00

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 121,000 5.2 4,200 15.5 4,100 12.7 1,600 65.3 15.78



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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およ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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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3Q 123,072,776株 22年3月期  123,072,776株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  21,668,669株 22年3月期  21,672,513株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 101,402,714株 22年3月期3Q 101,397,435株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、国・地域により状況が異なり厳しさが残ったものの世界経済全体として

は概ね回復しつつある中、リチウムイオン電池製品を中心とした新製品の市場投入、新興国への拡販、先進国での

販路拡充などに努めたことなどから、８７５億９百万円（前年同期比４％増）となりました。 

 利益面においては、海外工場への生産移管や販売コストの徹底見直しなどの収益向上策を積極的に推進し、四半

期毎の営業利益率は着実に改善してきておりますが、累計期間では円高の影響を吸収しきれず、営業利益２３億 

２千１百万円（前年同期比１７％減）、経常利益２２億８千８百万円（同２０％減）、四半期純利益２億２千７百

万円（同６５％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、住宅投資がようやく好転しつつあり電動工具の需要にも回復の兆しがみえ始め、新製品の投入

やホームセンタールートの強化に注力した結果、直近では好調に推移しており、累計での売上高は前年同期比１％

の増加となりました。 

 北米においては、長引く住宅投資の低迷や円高の影響を受けたものの、大手ホームセンターとのアライアンス強

化や広域量販店への拡販などにより、売上高は前年同期比４％の増加となりました。 

 欧州においては、一部の地域で金融不安の影響がありましたが、景気回復基調が続いているロシア・東欧が好調

だったことをはじめ、イギリスで大手量販店との取引が拡大したことなどから現地通貨ベースでは大きく伸長しま

した。しかしながら、為替変動の影響を大きく受け、売上高は前年同期比３％の増加にとどまりました。 

 アジア、その他地域においては、インド、タイなどが引き続き堅調に推移したことなどから、売上高は前年同期

比１９％の増加と大きく伸長しました。 

 その結果当事業の業績は、売上高８３２億８千４百万円（前年同期比４％増）、営業利益１１億３千５百万円

（同３３％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、官公庁研究施設が設備投資を控えるなか、新規顧客の開拓に積極的に取り組みました。また、

海外においては、アジアでは市場が冷え込み競争が激化したものの、欧米では積極的な営業活動などにより超遠心

機や冷却遠心機が堅調に推移しました。 

 その結果当事業の業績は、売上高４２億２千５百万円（前年同期比１％増）、営業利益１１億８千６百万円（同

９％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期末における総資産は、１,３５５億７百万円であり前連結会計年度末に比べて８８億４千万円減少

しました。このうち流動資産は１,０４２億２千９百万円で６１億１千２百万円減少しました。これは主に、為替

の影響もあり受取手形および売掛金や棚卸資産が減少したことなどによるものです。  

 負債は、３４１億８千万円であり３４億３千４百万円減少しました。これは為替の影響もあり借入金が減少した

ことなどによるものです。 

 純資産は、１,０１３億２千７百万円であり５４億５百万円減少しました。これは主に、円高の影響により為替

換算調整勘定が変動したことなどによるものです。 

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、仕入債務の増加や税金等調整前四半期純利益などにより、  

６１億２千１百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出などにより、２億９千６百万円

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、配当金の支払１８億２千４百万円などにより、２８億８千５百

万円の支出となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前年度末残高から２０億９千５百万円増加し、２７２億

１千６百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当面の経済環境をみますと、世界経済は、一部先進国で懸念が残るものの、新興国では概ね高成長が続くことが

見込まれ、全体としては緩やかな回復が進むものと思われます。このような状況下、当社グループは次の施策を実

行してまいります。 

[当社グループの施策] 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 電動工具事業では、 需要期を迎える刈払機をはじめ日米欧の排ガス規制に適合したエンジン工具の拡販や、電

子パルスドライバなど当社独自技術による戦略製品を含むリチウムイオン電池製品の拡販、さらにはアクセサリ

（消耗品）の拡販を積極的に展開してまいります。地域面では、高い成長が見込まれる新興国・資源国で販売ルー

トの拡充と各地域に適した製品の市場投入を加速させる一方、先進国では販売店ルートや大手ホームセンタールー

トのさらなる強化を図ってまいります。 

 また、ライフサイエンス機器事業では、ワクチン製造メーカーへのワクチン生産用連続超遠心機の売上拡大、国

内での主要取引先である大学官公庁研究施設における引き合い案件の確実な取り込みに加え、材料系市場等の新分

野開拓に注力し業績の底上げを図ってまいります。 

 一方、収益に関しましては、マーケティングに基づいた他社にない競争優位な戦略製品の拡販による収益力の向

上、物量の確保による固定費の回収、 適地生産の継続推進、製造・販売両面での総コストの圧縮を含む徹底した

原価低減などを実行し、為替を含めさまざまな経営環境の変化に耐え得る強靭な収益体制の確立を図ってまいりま

す。 

[連結業績予想] 

 こうした各種施策を着実に遂行することによって、通期の業績予想は次のとおり見込んでおります。なお、第４

四半期の為替レートは１米ドル８２円、１ユーロ１０８円を前提としております。 

  

  
  

10年度通期予想（百万円）  

 〔ご参考〕 

09年度通期実績（百万円）  

 売 上 高 121,000 115,000  

 営業利益  4,200  3,637 

 経常利益  4,100  3,638 

 当期純利益  1,600   967 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実 

  地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

  っております。  

 ③税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

  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しております。 

  ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算をすると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

  効税率を使用する方法によっております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

  従来、12月末日又は２月末日を決算日としている連結子会社10社は、連結決算日との差異が３ヶ月以内である

  ため、当該連結子会社の決算日の財務諸表に基づき連結財務諸表を作成し、連結決算日との間に生じた重要な

  取引については必要な調整を行っておりました。 

  今般、より適切な経営情報を把握するため、当該連結子会社10社について仮決算又は決算期の変更の検討を進

  めた結果、実務上の対応が可能となったため、当第３四半期連結累計期間より、広東日立工機有限公司他２社

  については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更し、また、(株)日工タ

  ナカエンジニアリング他６社については決算日を３月31日に変更しております。 

  この結果、広東日立工機有限公司他２社については、平成22年１月１日から平成22年12月31日までの12ヶ月の

  財務諸表、(株)日工タナカエンジニアリング他６社については平成22年３月１日から平成22年12月31日までの

  10ヶ月の財務諸表を連結しております。  

     ②資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第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。 

     当社及び連結子会社では、不動産貸借契約に係る原状回復義務及びPCB等の有害物質含有資産の除去義務に関

     して資産除去債務を計上しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

     また、これらの会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は262百万円であります。   

  

     （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 10,577 9,922

預け金 16,639 15,197

受取手形及び売掛金 29,545 35,985

たな卸資産 41,837 43,955

繰延税金資産 3,860 3,799

その他 2,386 2,135

貸倒引当金 △615 △655

流動資産合計 104,229 110,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,892 11,450

機械装置及び運搬具（純額） 4,478 5,305

土地 2,755 3,420

その他（純額） 1,982 2,029

有形固定資産合計 20,107 22,206

無形固定資産   

のれん 4,724 4,989

その他 1,568 1,825

無形固定資産合計 6,292 6,814

投資その他の資産   

投資有価証券 1,119 1,216

繰延税金資産 1,468 1,460

その他 2,292 2,308

投資その他の資産合計 4,879 4,985

固定資産合計 31,278 34,005

資産合計 135,507 144,347
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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   

支払手形及び買掛金 8,781 8,267

短期借入金 11,160 14,448

未払費用 6,106 6,955

未払法人税等 709 591

役員賞与引当金 53 90

資産除去債務 38 －

その他 2,960 3,370

流動負債合計 29,807 33,724

固定負債   

退職給付引当金 3,070 3,009

役員退職慰労引当金 331 487

資産除去債務 238 －

その他 734 392

固定負債合計 4,373 3,889

負債合計 34,180 37,614

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,813 17,813

資本剰余金 21,558 21,557

利益剰余金 87,403 89,000

自己株式 △13,633 △13,635

株主資本合計 113,141 114,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △130 △81

繰延ヘッジ損益 20 －

為替換算調整勘定 △12,583 △8,851

評価・換算差額等合計 △12,693 △8,932

少数株主持分 879 930

純資産合計 101,327 106,732

負債純資産合計 135,507 144,347
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 83,887 87,509

売上原価 51,812 55,925

売上総利益 32,074 31,584

販売費及び一般管理費 29,281 29,263

営業利益 2,792 2,321

営業外収益   

受取利息 145 190

受取配当金 17 18

不動産賃貸料 418 455

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 165 233

営業外収益合計 746 896

営業外費用   

支払利息 281 227

為替差損 3 281

持分法による投資損失 21 －

固定資産除却損 52 64

不動産賃貸費用 207 220

その他 97 137

営業外費用合計 663 929

経常利益 2,876 2,288

特別利益   

土地売却益 103 393

投資有価証券売却益 214 －

特別利益合計 317 393

特別損失   

訴訟和解金 － 239

過年度決算訂正関連費用 － 369

付加価値税修正損 515 －

その他 － 131

特別損失合計 515 739

税金等調整前四半期純利益 2,677 1,942

法人税等 1,987 1,646

少数株主損益調整前四半期純利益 － 296

少数株主利益 34 69

四半期純利益 655 227
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31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 2,677 1,942

減価償却費 2,923 2,714

退職給付引当金の増減額（△は減少） 199 88

受取利息及び受取配当金 △162 △208

支払利息 281 228

有形固定資産売却損益（△は益） △104 △401

売上債権の増減額（△は増加） 2,559 1,366

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,026 △2,147

仕入債務の増減額（△は減少） △3,433 3,745

未払金の増減額（△は減少） △403 △59

未払費用の増減額（△は減少） 836 △384

その他 389 688

小計 8,788 7,572

利息及び配当金の受取額 162 208

利息の支払額 △282 △230

特別退職金の支払額 △391 －

法人税等の還付額 1,976 194

法人税等の支払額 △1,615 △1,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,637 6,121

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 △608 －

投資有価証券の売却による収入 446 10

有形固定資産の取得による支出 △1,313 △1,250

有形固定資産の売却による収入 127 1,101

無形固定資産の取得による支出 △218 △173

その他 80 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,485 △296

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） 737 △1,531

長期借入れによる収入 － 539

自己株式の取得による支出 △2 －

自己株式の売却による収入 11 4

配当金の支払額 △1,829 △1,824

その他 125 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △957 △2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 △845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,108 2,095

現金及び現金同等物の期首残高 16,688 25,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,797 27,216
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  該当事項はありません。  

  

  

1. 報告セグメントの概要 

  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おります。 

  当社は、製品・サービス別に国内及び海外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、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電動工具事業」、「ライフサイ 

 エンス機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  「電動工具事業」は、電動工具等を製造、販売しております。「ライフサイエンス機器事業」は超遠心機、 

 冷却遠心機等のライフサイエンス機器を製造、販売しております。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）         

       (注)１.  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。  

      ２.  各事業区分の主要製品  

  

3. 地域別売上高に関する情報  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。                   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

報告セグメント  

  

調整額 

(百万円) 

  

四半期連結損

益計算書計上

額   

(百万円)  

(注1) 

電動工具 

(百万円) 

ライフ 

サイエンス 

機器 

(百万円) 

小計 

(百万円) 

 売上高           

 (1) 外部顧客に対する売上高 83,284 4,225 87,509  ― 87,509 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 83,284 4,225 87,509 ― 87,509 

 セグメント利益 1,135 1,186 2,321 ― 2,321 

  主要製品 

電動工具 

金工用電動工具、木工用電動工具、コードレス工具、建設用電動工具、 

空気工具（釘打機・ネジ打機・釘打機用コンプレッサ）、木工機械、 

エンジン工具、園芸用工具、家庭用電動工具、集じん機、レーザー測定具 

(墨出し器・距離計)、アクセサリ（ダイヤモンド工具、その他消耗部品） 

ライフサイエンス機器 超遠心機、冷却遠心機、小形遠心機、生産用連続超遠心機 

 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)  

 合計 

(百万円)  

27,146 7,310 30,094 17,535 5,424 87,509 
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[参考情報] 

(1)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  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  (注)１. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

    ２. 各事業区分の主要製品 

  

(2)地域別売上高に関する情報  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

報告セグメント  

  

調整額 

(百万円) 

  

四半期連結損

益計算書計上

額   

(百万円)  

(注１) 

電動工具 

(百万円) 

ライフ 

サイエンス 

機器 

(百万円) 

小計 

(百万円) 

 売上高           

 (1) 外部顧客に対する売上高 79,723 4,164 83,887  ― 83,887 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 79,723 4,164 83,887 ― 83,887 

 セグメント利益 1,702 1,090 2,792 ― 2,792 

  主要製品 

電動工具 

金工用電動工具、木工用電動工具、コードレス工具、建設用電動工具、 

空気工具（釘打機・ネジ打機・釘打機用コンプレッサ）、木工機械、 

エンジン工具、園芸用工具、家庭用電動工具、集じん機、レーザー測定具 

(墨出し器・距離計)、アクセサリ（ダイヤモンド工具、その他消耗部品） 

ライフサイエンス機器 超遠心機、冷却遠心機、小形遠心機、生産用遠心機 

 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)  

 合計 

(百万円)  

26,930 6,049 29,321 16,613 4,973 83,887 

（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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