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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 16,140 20.8 2,541 202.5 2,404 346.8 1,612 594.8
22年3月期 13,362 △30.9 840 △60.4 538 △72.9 232 △62.3

（注）包括利益 23年3月期 1,479百万円 （―％） 22年3月期 49百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 58.75 ― 7.2 8.5 15.7
22年3月期 8.48 ― 1.0 2.0 6.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 29,331 22,945 78.2 835.67
22年3月期 26,937 21,850 81.1 795.78

（参考） 自己資本   23年3月期  22,945百万円 22年3月期  21,850百万円

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

23年3月期 3,879 △438 △384 12,722
22年3月期 2,295 △711 △549 9,745

2.  配当の状況 

(注)24年３月期の配当金額は未定であります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 384 165.1 1.8
23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 384 23.8 1.7
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理
由等は添付資料３ページ「経営成績に関する分析」に記載しております。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 57,606 株 22年3月期 57,379 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 27,457,288 株 22年3月期 27,457,502 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
2. 平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 
平成24年３月期の個別業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理
由等は添付資料３ページ「経営成績に関する分析」に記載しております。 

(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 ％

23年3月期 14,430 22.3 2,011 356.0 1,956 ― 1,260 ―
22年3月期 11,800 △33.9 441 △74.3 117 △91.0 9 △94.3

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

23年3月期 45.91 ―
22年3月期 0.36 ―

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 27,130 20,974 77.3 763.88
22年3月期 24,999 20,112 80.5 732.51

（参考） 自己資本 23年3月期  20,974百万円 22年3月期  20,112百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
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、添付資料３ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、不安定な世界情勢や円高に起因する景気の不透明感が見られるものの、

新興国の継続的成長や海外経済の改善による輸出の増加等に支えられ、改善の兆しが見え始めてきました。 

当工具業界におきましては、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な回復傾向を見せておりますが、依然として、力強さに欠ける状況にあります。 

当社グループにおいても、市況の回復に伴い売上高は増加基調を継続し、当連結会計年度の売上高161億４千万円

(前連結会計年度比20.8％増)と増加しました。このうち、国内向けの売上高は97億３千４百万円(同21.8％増)、海

外売上高は64億５百万円(同19.3％増)であります。利益面では、営業利益25億４千１百万円(同202.5％増)、経常利

益24億４百万円(同346.8％増)、当期純利益16億１千２百万円(同594.8％増)となりました。 

次期の見通しにつきましては、当社グループに対する東日本大震災の影響は直接的にはありませんでしたが、一

部ユーザーが被災しており、また、今後の電力不足等による主要ユーザー・当社グループの生産動向への影響その

他の要因を考慮しなくてはならない状況です。震災の間接的な影響については、現時点において全てを見通すこと

ができないことから、今期連結業績予想につきましては現時点では未定とさせていただき、今後とも精査を進め、

明らかになった場合遅滞なくご報告する予定であります。 

  

(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35億２

千３百万円増加して174億９千８百万円となりました。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11億３千万円減少し、118億３千２百万円となりました。 

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23億９千４百万円増加し、293億３千

１百万円となりました。  

(負債の部)  

未払法人税等の増加により、流動負債は前連結会計年度末に比べて11億６千３百万円増加して45億２百万円とな

りました。固定負債は、退職給付引当金の増加により前連結会計年度末に比べて１億３千６百万円増加し、18億８

千４百万円となりました。 

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12億９千９百万円増加し、63億８

千６百万円となりました。 

(純資産の部)  

利益剰余金の増加により純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10億９千５百万円増加し、229億４千５百万円

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2.9ポイント減少して78.2％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39.89円増加して835.67円となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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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127億２千２百万円となり、前連結会計

年度末より29億７千７百万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、38億７千９百万円となり、前連結会計年度末より15億８千４百万円増加しま

した。これは主に、減価償却費及び法人税等の還付額が減少した一方で、税金等調整前当期純利益が増加したこ

とによります。 

(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、４億３千８百万円となり、前連結会計年度末より２億７千３百万円減少しま

した。これは主に、有形固定資産の売却による収入が増加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、３億８千４百万円となり、前連結会計年度末より１億６千５百万円減少しま

した。これは主に、前連結会計年度末及び第２四半期連結会計期間末における１株当たり配当金をそれぞれ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。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
  *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 

(注)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。 

  

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及

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、現時点において合理的な業績予想の算定が困難であることから

未定とさせていただきます。 

  

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。 

  

②キャッシュ・フローの状況

平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 (％) 81.1 78.2

時価ベースの自己資本比率 (％) 98.9 85.0

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) － －

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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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。 

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。なお、セグメントと同一の区分であります。 

  

国内において当社が産業用工具(チップ、切削工具、その他)を製造し、国内及びアジア・欧米等への販売を行って

おります。 

  

主に欧州の販売拠点として、Hitachi Tool Engineering Europe GmbH(ドイツ)が担当し、事業活動を展開しており

ます。 

  

主に中国の販売拠点として、日立刀具(上海)有限公司(中国)が担当し、事業活動を展開しております。 

  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

  
 

  

２．企業集団の状況

日本

ドイツ

その他
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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。 

  

平成25年３月期を中期計画として、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。 

  

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 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,350 2,851

受取手形及び売掛金 1,768 2,046

商品及び製品 1,284 1,408

仕掛品 450 468

原材料及び貯蔵品 275 362

関係会社キャッシュプール金 7,394 9,871

繰延税金資産 359 442

その他 126 89

貸倒引当金 △34 △41

流動資産合計 13,975 17,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,610 6,507

減価償却累計額 △3,671 △3,786

建物及び構築物（純額） 2,938 2,720

機械装置及び運搬具 21,176 20,984

減価償却累計額 △15,960 △16,847

機械装置及び運搬具（純額） 5,215 4,137

土地 3,293 3,257

建設仮勘定 1 182

その他 2,228 2,315

減価償却累計額 △2,010 △2,090

その他（純額） 217 224

有形固定資産合計 11,667 10,521

無形固定資産 99 110

投資その他の資産

投資有価証券 347 325

繰延税金資産 671 729

その他 177 146

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,196 1,200

固定資産合計 12,962 11,832

資産合計 26,937 29,331

日立ツール(株)  (5963)  平成23年3月期決算短信

- 7 -



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 503 620

未払金 441 534

未払費用 785 841

未払法人税等 79 880

未払消費税等 4 80

預り保証金 1,470 1,491

役員賞与引当金 16 32

その他 37 21

流動負債合計 3,339 4,502

固定負債

退職給付引当金 1,644 1,788

役員退職慰労引当金 70 60

その他 33 34

固定負債合計 1,748 1,884

負債合計 5,087 6,386

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 19,753 20,981

自己株式 △68 △68

株主資本合計 21,946 23,175

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 85 71

為替換算調整勘定 △182 △301

その他の包括利益累計額合計 △96 △230

純資産合計 21,850 22,945

負債純資産合計 26,937 29,331
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 13,362 16,140

売上原価 8,665 9,291

売上総利益 4,697 6,849

販売費及び一般管理費

販売費 2,296 2,603

一般管理費 1,559 1,703

販売費及び一般管理費合計 3,856 4,307

営業利益 840 2,541

営業外収益

受取利息 44 43

受取配当金 7 1

為替差益 22 －

助成金収入 22 －

特許料収入 22 34

法人税等還付加算金 30 －

固定資産売却益 － 91

その他 73 89

営業外収益合計 223 259

営業外費用

売上割引 150 202

為替差損 － 94

固定資産除却損 208 16

その他 167 83

営業外費用合計 525 397

経常利益 538 2,404

特別利益

固定資産売却益 － 57

特別利益合計 － 57

特別損失

減損損失 51 －

災害による支援費用 － 10

特別損失合計 51 10

税金等調整前当期純利益 487 2,452

法人税、住民税及び事業税 153 973

法人税等調整額 101 △133

法人税等合計 254 839

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,612

少数株主利益 － －

当期純利益 232 1,612
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,612

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △14

為替換算調整勘定 － △118

その他の包括利益合計 － △133

包括利益 － 1,479

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,479

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 20,069 19,753

当期変動額

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 232 1,612

当期変動額合計 △316 1,228

当期末残高 19,753 20,981

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 22,263 21,946

当期変動額

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 232 1,612

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △316 1,228

当期末残高 21,946 23,175
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 221 85

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135 △14

当期変動額合計 △135 △14

当期末残高 85 71

為替換算調整勘定

前期末残高 △134 △182

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 △118

当期変動額合計 △48 △118

当期末残高 △182 △301

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 86 △96

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △183 △133

当期変動額合計 △183 △133

当期末残高 △96 △230

純資産合計

前期末残高 22,350 21,850

当期変動額

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 232 1,612

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） △183 △133

当期変動額合計 △500 1,095

当期末残高 21,850 22,945
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 487 2,452

減価償却費 2,131 1,777

減損損失 51 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 144

受取利息及び受取配当金 △52 △44

固定資産除却損 208 16

固定資産売却損益（△は益） － △150

売上債権の増減額（△は増加） △853 △308

たな卸資産の増減額（△は増加） △104 △266

仕入債務の増減額（△は減少） △179 139

その他 194 257

小計 1,808 4,018

利息及び配当金の受取額 52 44

法人税等の支払額 △212 △192

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 2,295 3,879

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 △763 △620

有形固定資産の売却による収入 － 207

無形固定資産の取得による支出 △12 △38

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

その他 67 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △711 △438

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △549 △384

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 △549 △384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,003 2,977

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期末残高 9,745 12,722
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該当事項はありません。 

  

(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。 

該当する会社はありません。 

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。 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

主として総平均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。 

当連結会計年度から「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年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当期純利益は、それぞれ32百万円増加しております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

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(建物附属設備は除く)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 

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。 

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 

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。 

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。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（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

2.持分法の適用に関する事項

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

4.会計処理基準に関する事項

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

 (会計方針の変更)

①有形固定資産(リース資産を除く)

②無形固定資産(リース資産を除く)

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

①貸倒引当金

②役員賞与引当金
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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。 

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 

税抜方式を採用しております。 

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。 

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。 

  

(資産除去債務に関する会計基準等) 

当連結会計年度より、「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。 

  

(連結損益計算書関係) 

1.前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業外収益「助成金収入」(当連結会計年度14百万円)及び「法

人税等還付加算金」(当連結会計年度0百万円)は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度

においては営業外収益「その他」に含めて表示しております。 

2.前連結会計年度において、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」(前連結会計年

度6百万円)については、営業外収益総額の100分の10を超えることとなったため、当連結会計年度においては区分

掲記することにいたしました。 

3.当連結会計年度より、「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)に基づき、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)を適用し、「少数株主損益調整前

当期純利益」の科目で表示しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

1.前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「固定資産売却損益

(△は益)」(前連結会計年度△6百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記することに

いたしました。 

2.前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「有形固定資産の売

却による収入」(前連結会計年度31百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記すること

にいたしました。 

  

③退職給付引当金

④役員退職慰労引当金

消費税等の会計処理

5.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

6.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

（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

会計方針の変更

表示方法の変更
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1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 
 

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 
 

3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 
 

4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 
 

5.減損損失 

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。 

 

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。 

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。 

該当事項はありません。 

  

（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日)

荷造運搬費 129百万円 142百万円

販売手数料 132百万円 213百万円

給与及び手当 1,588百万円 1,747百万円

福利厚生費 366百万円 403百万円

旅費及び交通費 185百万円 212百万円

賃借料 357百万円 300百万円

減価償却費 138百万円 190百万円

役員賞与引当金繰入額 16百万円 32百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円 8百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円 9百万円

970百万円 995百万円

土地、建物及び構築物 －百万円 29百万円

機械装置及び運搬具 －百万円 119百万円

その他 －百万円 0百万円

    計 －百万円 149百万円

建物及び構築物 9百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 182百万円 14百万円

その他 16百万円 1百万円

    計 208百万円 16百万円

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

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)

 (グルーピングの方法)

 (回収可能価額の算定方法)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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1.当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

2.当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

 
  

 
(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  

  

該当事項はありません。 

  

(1)配当金支払額 

 
  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

親会社株主に係る包括利益 49百万円

少数株主に係る包括利益 －百万円

計 49百万円

その他有価証券評価差額金 △135百万円

為替換算調整勘定 △48百万円

計 △183百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 27,514,802 － － 27,514,802

2.自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 57,258 121 － 57,379

3.新株予約権等に関する事項

4.配当に関する事項

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

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
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(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     227株  

  

該当事項はありません。 

  

(1)配当金支払額 

 
  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

 

  

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。 

  

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。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 27,514,802 － － 27,514,802

2.自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 57,379 227 － 57,606

3.新株予約権等に関する事項

4.配当に関する事項

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22年６月23日
定時株主総会

普通株式 192 7
平成22年
３月31日

平成22年
６月24日

平成22年10月25日
取締役会

普通株式 192 7
平成22年
９月30日

平成22年
11月26日

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23年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 192 7
平成23年
３月31日

平成23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) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日)

現金及び預金 2,350百万円 2,851百万円

関係会社キャッシュプール金 7,394百万円 9,871百万円

現金及び現金同等物期末残高 9,745百万円 12,722百万円

(リース取引関係)

(金融商品関係)
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(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(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

取得原価
連結貸借対照表  

計上額
差額

連結貸借対照表
計上額が取得原価
を超えるもの

(1)株式 189 328 139

(2)債券 ①国債・地方債等 － － －

     ②社債 －  － －

        ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 189 328 139

連結貸借対照表
計上額が取得原価
を超えないもの

(1)株式 10 9 △0

(2)債券 ①国債・地方債等 － － －

     ②社債 － － －

     ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 10 9 △0

合  計 200 338 138

2.時価のない有価証券の主な内容

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

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

1.その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
連結貸借対照表  

計上額
差額

連結貸借対照表
計上額が取得原価
を超えるもの

(1)株式 182 300 117

(2)債券 ①国債・地方債等 － － －

     ②社債 －  － －

     ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 182 300 117

連結貸借対照表
計上額が取得原価
を超えないもの

(1)株式 20 16 △3

(2)債券 ①国債・地方債等 － － －

     ②社債 － － －

     ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 20 16 △3

合  計 203 316 113

2.時価のない有価証券の主な内容

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。 

  

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。 

  

(単位：百万円)

 
(注)厚生年金基金の代行部分は含めておりません。 

  

(単位：百万円)

 
(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。 

  

 
  

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)

 
(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。 

  

(1)制度全体の積立状況に関する事項(平成22年３月31日現在) 
 

(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21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
 

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

2.退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

(1)退職給付債務 △2,373 △2,441

(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 729 652

(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) △1,644 △1,788

(6)退職給付引当金 △1,644 △1,788

3.退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日  
 至 平成22年３月31日)  

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日  
 至 平成23年３月31日)  

(1)勤務費用 143 132

(2)利息費用 43 45

(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 60 58

(6)退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 247 236

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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

(1)割引率 1.91％ 1.80％

(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
17～19年

(平均残存期間による定額法)
16～19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

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

年金資産額 2,584 2,777

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

年金資産の額 108,492百万円

年金財政計算上の給付債務の額 136,167百万円

差引額 △27,675百万円

2.56％
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(単位：百万円)

 
(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。 

 
  

(単位：％)

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

繰延税金資産

 未払事業税 2 66

 役員退職慰労引当金 28 24

 未払賞与 214 214

 親睦団体剰余金 20 16

 退職給付引当金 669 727

 一括償却資産償却超過額 18 25

 たな卸資産(未実現) － 89

 減損損失 75 34

 その他 158 111

 繰延税金資産小計 1,188 1,311

 評価性引当額 △94 △78

 繰延税金資産合計 1,093 1,233

繰延税金負債

 特別償却準備金 △10 △5

 在外子会社の留保利益 － △13

 その他有価証券評価差額金 △52 △42

 繰延税金負債合計 △62 △60

繰延税金資産の純額 1,030 1,172

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

流動資産―繰延税金資産 359 442

固定資産―繰延税金資産 671 729

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

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23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 3.0 0.7

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3 △0.0

住民税均等割等 4.4 0.9

未実現利益税効果未認識額 12.4 △2.5

評価性引当額の増減 4.0 △0.7

在外子会社の留保利益 － 0.5

在外子会社の税率差異 △11.3 △2.6

試験研究費特別税額控除 － △3.4

その他 △0.6 0.6

税効果適用後の法人税等の負担率 52.3 34.2

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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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。 

  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

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つの報告セグメントとしております。 

  

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、税金等調整前当期純利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替

高は市場実勢価格に基づいております。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

(所在地別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

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

(海外売上高)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

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

(セグメント情報)

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

日立ツール(株)  (5963)  平成23年3月期決算短信

- 22 -



  

(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)

 
(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。 

  

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 9,730 2,420 12,150 1,212 13,362

 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 14,247 1,212 15,459

セグメント利益 66 447 514 29 543

セグメント資産 24,999 1,950 26,950 497 27,447

セグメント負債 4,886 243 5,130 293 5,424

その他の項目

 減価償却費 2,117 13 2,131 0 2,131

 受取利息 37 7 44 0 44

 特別損失 51 － 51 － 51

 有形固定資産及び無形固定資産
 の増加額

715 6 722 1 723

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31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 11,881 2,830 14,711 1,429 16,140

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

2,549 55 2,605 － 2,605

計 14,430 2,885 17,316 1,429 18,745

セグメント利益 2,004 558 2,562 7 2,570

セグメント資産 27,130 2,268 29,398 635 30,033

セグメント負債 6,156 326 6,483 443 6,927

その他の項目

 減価償却費 1,763 13 1,776 0 1,777

 受取利息 37 5 43 0 43

 特別利益 57 － 57 － 57

 特別損失 10 － 10 － 10

 有形固定資産及び無形固定資産
 の増加額

698 13 712 5 718
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(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
  

当連結会計年度より「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。 

  

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 14,247 17,316

「その他」の区分の売上高 1,212 1,429

セグメント間取引消去 △2,096 △2,605

連結財務諸表の売上高 13,362 16,140

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 514 2,562

「その他」の区分の利益 29 7

セグメント間取引消去 △55 △117

連結財務諸表の税金等調整前当期純利益 487 2,452

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 26,950 29,398

「その他」の区分の資産 497 635

セグメント間取引消去 △509 △702

連結財務諸表の資産合計 26,937 29,331

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 5,130 6,483

「その他」の区分の負債 293 443

セグメント間取引消去 △336 △540

連結財務諸表の負債合計 5,087 6,386

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結  
会計年度

当連結  
会計年度

前連結  
会計年度

当連結  
会計年度

前連結  
会計年度

当連結  
会計年度

前連結  
会計年度

当連結  
会計年度

減価償却費 2,131 1,776 0 0 － － 2,131 1,777

受取利息 44 43 0 0 － － 44 43

特別利益 － 57 － － － － － 57

特別損失 51 10 － － － － 51 10

有形固定資産及び  
無形固定資産の増加額

722 712 1 5 － － 723 718

(追加情報)
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(単位：百万円)

 
  

(単位：百万円)

 
(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。 

  

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

(単位：百万円)

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(関連情報)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

チップ 切削工具 その他 合計

外部顧客への売上高 6,600 8,534 1,005 16,140

2.地域ごとの情報

(1)売上高

日本 ドイツ 中国
アジア   

(中国除く)
欧州   

(ドイツ除く)
その他 合計

9,734 1,711 1,620 1,687 1,151 234 16,140

(2)有形固定資産

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ＮａＩＴＯ 2,008 日本

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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(単位：百万円)

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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)  

  

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(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

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

－

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

(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

(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

(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

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

(2)重要な関連会社の要約財務情報
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(単位：百万円)

 
(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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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)  

  

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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

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 ３名

  
資金の 
集中管理

利息の  
受取

(注)1、2

2,477

37

関係会社
キャッシュ
プール金

－

9,871

－

(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

(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

(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

(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

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

(2)重要な関連会社の要約財務情報
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該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 795.78円

１株当たり当期純利益 8.48円

１株当たり純資産額 835.67円

１株当たり当期純利益 58.75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

232百万円
普通株主に帰属しない金額の内訳

－百万円
普通株主に係る当期純利益

232百万円
普通株式の期中平均株式数

27,457,502株

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

1,612百万円
普通株主に帰属しない金額の内訳

－百万円
普通株主に係る当期純利益

1,612百万円
普通株式の期中平均株式数

27,457,288株

(重要な後発事象)
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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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,114 1,285

受取手形 7 7

売掛金 1,596 1,938

商品及び製品 737 893

仕掛品 450 468

原材料及び貯蔵品 275 365

前払費用 35 15

未収入金 31 64

関係会社キャッシュプール金 7,394 9,871

繰延税金資産 356 364

その他 12 3

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 11,990 15,255
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

固定資産

有形固定資産

建物 6,135 6,038

減価償却累計額 △3,296 △3,398

建物（純額） 2,839 2,640

構築物 474 468

減価償却累計額 △375 △388

構築物（純額） 99 80

機械及び装置 21,154 20,964

減価償却累計額 △15,940 △16,828

機械及び装置（純額） 5,214 4,135

車両運搬具 21 20

減価償却累計額 △19 △19

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 2,155 2,236

減価償却累計額 △1,963 △2,039

工具、器具及び備品（純額） 192 197

土地 3,293 3,257

建設仮勘定 1 176

有形固定資産合計 11,641 10,489

無形固定資産

電話加入権 23 23

その他 68 83

無形固定資産合計 92 107

投資その他の資産

投資有価証券 347 325

関係会社株式 83 83

長期前払費用 37 19

差入保証金 104 89

繰延税金資産 671 729

その他 31 32

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,275 1,278

固定資産合計 13,008 11,875

資産合計 24,999 27,130
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 490 619

未払金 400 501

未払費用 728 753

未払法人税等 23 813

未払消費税等 4 80

前受金 13 1

預り金 23 20

預り保証金 1,436 1,450

役員賞与引当金 16 32

流動負債合計 3,137 4,272

固定負債

退職給付引当金 1,644 1,788

役員退職慰労引当金 70 60

その他 33 34

固定負債合計 1,748 1,884

負債合計 4,886 6,156

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 15 7

別途積立金 15,835 15,835

繰越利益剰余金 1,619 2,502

利益剰余金合計 17,833 18,709

自己株式 △68 △68

株主資本合計 20,026 20,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 85 71

評価・換算差額等合計 85 71

純資産合計 20,112 20,974

負債純資産合計 24,999 27,130
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 11,800 14,430

売上原価

製品期首たな卸高 582 737

当期製品製造原価 8,303 8,854

当期製品仕入高 360 499

合計 9,247 10,090

製品期末たな卸高 737 893

製品他勘定振替高 3 5

売上原価合計 8,506 9,191

売上総利益 3,294 5,239

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 107 115

販売手数料 129 208

広告宣伝費 61 97

役員報酬 79 103

給料及び手当 1,091 1,168

福利厚生費 242 276

退職給付費用 129 130

役員賞与引当金繰入額 16 32

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

交際費 13 19

旅費及び交通費 144 158

通信費 47 46

租税公課 9 4

減価償却費 124 176

賃借料 233 201

貸倒引当金繰入額 9 0

その他 403 478

販売費及び一般管理費合計 2,852 3,227

営業利益 441 2,011
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業外収益

受取利息 37 37

受取配当金 74 56

助成金収入 22 －

特許料収入 22 34

法人税等還付加算金 30 －

固定資産売却益 － 91

その他 51 64

営業外収益合計 239 285

営業外費用

売上割引 163 218

為替差損 26 25

固定資産除却損 208 16

工場移転費用 42 －

その他 123 79

営業外費用合計 562 340

経常利益 117 1,956

特別利益

固定資産売却益 － 57

特別利益合計 － 57

特別損失

減損損失 51 －

災害による支援費用 － 10

特別損失合計 51 10

税引前当期純利益 66 2,004

法人税、住民税及び事業税 21 799

法人税等調整額 35 △55

法人税等合計 56 743

当期純利益 9 1,260
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 22 15

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 15 7

別途積立金

前期末残高 15,835 15,835

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,835 15,835

繰越利益剰余金

前期末残高 2,151 1,619

当期変動額

特別償却準備金の取崩 7 7

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 9 1,260

当期変動額合計 △531 883

当期末残高 1,619 2,502
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 18,372 17,833

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 9 1,260

当期変動額合計 △539 876

当期末残高 17,833 18,709

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 20,566 20,026

当期変動額

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 9 1,260

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △539 876

当期末残高 20,026 20,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 221 85

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135 △14

当期変動額合計 △135 △14

当期末残高 85 71

評価・換算差額等合計

前期末残高 221 85

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135 △14

当期変動額合計 △135 △14

当期末残高 85 71

純資産合計

前期末残高 20,787 20,112

当期変動額

剰余金の配当 △549 △384

当期純利益 9 1,260

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） △135 △14

当期変動額合計 △674 861

当期末残高 20,112 20,974
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該当事項はありません。 

  

移動平均法による原価法を採用しております。 

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。 

総平均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。 

当事業年度から「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年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、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ32百万円増加しております。 

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(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 

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。 

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。 

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。 

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事業年度に見合う分を計上しておりま

す。 

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。 

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。 

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。 

税抜方式を採用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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

②その他の有価証券

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

(会計方針の変更)

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)

②無形固定資産(リース資産を除く)

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

4.引当金の計上基準

①貸倒引当金

②役員賞与引当金

③退職給付引当金

④役員退職慰労引当金

5.外貨資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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
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当事業年度より、「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。 

  

1.前事業年度において、区分掲記しておりました営業外収益「助成金収入」(当事業年度14百万円)及び「法人税

等還付加算金」(当事業年度0百万円)は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度において

は営業外収益「その他」に含めて表示しております。 

2.前事業年度において、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」(前事業年度6百

万円)については、営業外収益総額の100分の10を超えることとなったため、当事業年度においては区分掲記す

ることにいたしました。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

 (資産除去債務に関する会計基準等)

表示方法の変更

 (損益計算書関係)

（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22年３月31日)

当事業年度
(平成23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 377百万円 533百万円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度
(自 平成22年４月１日
  至 平成23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 2,523百万円 2,993百万円

受取利息 36百万円 37百万円

受取配当金 67百万円 55百万円

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

970百万円 995百万円

3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

土地、建物 －百万円 29百万円

構築物 －百万円 0百万円

機械及び装置 －百万円 119百万円

工具、器具及び備品 －百万円 0百万円

    計 －百万円 149百万円

4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 9百万円 0百万円

機械及び装置 182百万円 14百万円

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 1百万円

無形固定資産 2百万円 －百万円

    計 208百万円 16百万円
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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。 

 

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。 

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。 

該当事項はありません。 

  

 
(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  

  

 
(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     227株  

  

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。 

  

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)及び当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23

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。 

  

5.減損損失

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

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)

 (グルーピングの方法)

 (回収可能価額の算定方法)

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

1.自己株式に関する事項

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(株) 57,258 121 － 57,379

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

1.自己株式に関する事項

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(株) 57,379 227 － 57,606

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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(単位：百万円)

 
  

(単位：％)

 
  

(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

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

繰延税金資産

 未払事業税 2 66

 役員退職慰労引当金 28 24

 未払賞与 213 214

 親睦団体剰余金 20 16

 退職給付引当金 669 727

 一括償却資産償却超過額 18 25

 減損損失 75 34

 その他 156 109

 繰延税金資産小計 1,185 1,219

 評価性引当額 △94 △78

 繰延税金資産合計 1,090 1,141

繰延税金負債

 特別償却準備金 △10 △5

 その他有価証券評価差額金 △52 △42

 繰延税金負債合計 △62 △47

繰延税金資産の純額 1,027 1,093

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

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23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 21.8 0.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △40.6 △1.1

住民税均等割等 32.1 1.1

試験研究費特別税額控除 － △4.1

評価性引当額の増減 29.4 △0.8

その他 1.9 0.4

税効果適用後の法人税等の負担率 85.3 37.1
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該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(資産除去債務関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 732.51円

１株当たり当期純利益 0.36円

１株当たり純資産額 763.88円

１株当たり当期純利益 45.91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

9百万円
普通株主に帰属しない金額の内訳

－百万円
普通株主に係る当期純利益

9百万円
普通株式の期中平均株式数

27,457,502株

１株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益

1,260百万円
普通株主に帰属しない金額の内訳

－百万円
普通株主に係る当期純利益

1,260百万円
普通株式の期中平均株式数

27,457,288株

(重要な後発事象)
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(単位：百万円)

 
(注)1.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.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「耐摩工具」(当連結会計年度203百万円)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。 

  

(単位：百万円)

 
(注)1.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.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「耐摩工具」(当連結会計年度206百万円)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。 

  

(単位：百万円)

 
(注)1.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.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「耐摩工具」(当連結会計年度201百万円)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。 

  

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

1.生産実績

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

チップ 5,241 6,119

切削工具 6,584 8,191

耐摩工具 182 －

その他 696 1,003

計 12,704 15,314

2.受注実績

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

チップ 5,616 6,706

切削工具 6,780 8,685

耐摩工具 166 －

その他 729 1,011

計 13,292 16,403

3.販売実績

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
  至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

チップ 5,582 6,600

切削工具 6,864 8,534

耐摩工具 176 －

その他 738 1,005

計 13,362 16,140
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(注)1.( )内は現任 

2.監査役候補者の津谷忠男は、独立役員に指定する予定であります。 

3.中村正明は、日立金属株式会社の執行役に就任予定であります。 

  

（２）役員の異動

1.代表者の異動(平成23年６月23日付予定)

①退任予定代表取締役

代表取締役専務
こすぎ   あきら

小杉 明  (研究・開発・技術・製造担当)

2.その他役員の異動(平成23年６月23日付予定)

①新任取締役候補

取締役 技術・製造担当 兼 野洲工場長
のだ    おさむ

野田 修 (野洲工場長)

取締役 管理部門・ＣＳＲ担当
やまぐち  とおる

山口 徹 (野洲工場次長)

②退任予定取締役

常務取締役
ふるた   しょうじ

古田 章司 (財務・経営企画担当)

社外取締役
はなむら  きみお

花村 公生 (日立金属株式会社 取締役)

③新任監査役候補

社外監査役
つや    ただお

津谷 忠男
(津谷会計士事務所 公認会計士、オリックス株式会社顧問、
             富士火災海上保険株式会社顧問)

④退任予定監査役

社外監査役
しょうきゅう てつや

正久 哲也 (日立金属株式会社 人事総務部長)

⑤その他の異動

取締役(非常勤)
なかむら  まさあき

中村 正明 (常務取締役 総務・人事・ＣＳＲ担当)
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