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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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

24年3月期第1四半期 4,404 15.2 901 70.7 911 85.0 540 60.7
23年3月期第1四半期 3,822 26.0 527 ― 492 ― 336 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 533百万円 （499.2％） 23年3月期第1四半期 88百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 19.70 ―
23年3月期第1四半期 12.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 29,389 23,285 79.2
23年3月期 29,331 22,945 78.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  23,285百万円 23年3月期  22,945百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,400 8.9 1,560 34.5 1,440 32.8 900 20.7 32.78
通期 17,640 9.3 3,420 34.5 3,120 29.7 1,920 19.0 69.93



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 27,514,802 株 23年3月期 27,514,802 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 57,606 株 23年3月期 57,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 27,457,196 株 23年3月期1Q 27,457,383 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、新興国経済が引き続き成長する中、米国・欧州など
の先進国の景気改善にも支えられ、景気回復基調が継続しております。一方国内では、３月11日に発生
した東日本大震災の影響により、それまで回復基調にあった経済活動は、急減速し、厳しい状況となっ
ております。 
当社グループの主要な取引先であります自動車産業におきましては、震災の影響により一時的に大幅

な生産調整を余儀なくされましたが、復旧が急ピッチで進んでおり、生産の回復基調が鮮明になってき
ております。 
当工具業界においても、国内における急激な需要減の影響はありましたが、海外需要に支えられ総じ

て堅調な市況にて推移いたしました。 
当社グループにおいても、欧州の需要増やアジア地域の好調な需要に牽引され、売上高は対前年同期

比で増加いたしました。 
以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高44億４百万円(前年同期比15.2％増)と

増加いたしました。このうち国内向けの売上高は24億６千６百万円(同2.8％増)、海外売上高は19億３
千８百万円(同36.2％増)であります。利益面では、営業利益９億１百万円(同70.7％増)、経常利益９億
１千１百万円(同85.0％増)、四半期純利益５億４千万円(同60.7％増)となりました。  
  

資産合計は、293億８千９百万円(前連結会計年度末比５千７百万円増)となりました。これは未払法
人税等の支払により関係会社キャッシュプール金が減少した一方で、現金及び預金、有形固定資産が増
加したことが主な要因となっております。  
負債合計は、61億３百万円(前連結会計年度末比２億８千３百万円減)となりました。これは未払法人

税等の減少が主な要因となっております。 
純資産合計は、232億８千５百万円(前連結会計年度末比３億４千万円増)となりました。これは為替

の影響により為替換算調整勘定が減少した一方で、利益剰余金が増加したことが主な要因となっており
ます。 
  

３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停滞や夏場の電力不足問題等の不安定化が
懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 
当社グループといたしましても、回復傾向にはあるものの、上記の要因に加え、原材料等のコスト面

での不安定な状況が懸念されております。 
このような状況を踏まえ、当社グループにおきましては、新商品を中心に効率的な加工を提案する加

工半減運動の一層の推進により、他企業との差別化を図ってまいります。連結業績予想につきまして
は、平成23年５月26日発表の「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」に記載の業績予想から変更は
ありません。 
(連結業績予想) 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

売上高 17,640百万円 (前期比 9.3％増)
営業利益 3,420百万円 (前期比34.5％増)
経常利益 3,120百万円 (前期比29.7％増)
当期純利益 1,920百万円 (前期比19.0％増)
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該当事項はありません。 
  

当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する方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 
  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,851 3,013

受取手形及び売掛金 2,046 2,041

商品及び製品 1,408 1,494

仕掛品 468 528

原材料及び貯蔵品 362 568

関係会社キャッシュプール金 9,871 9,123

繰延税金資産 442 448

その他 89 228

貸倒引当金 △41 △43

流動資産合計 17,498 17,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,720 2,677

機械装置及び運搬具（純額） 4,137 4,183

土地 3,257 3,257

その他（純額） 406 558

有形固定資産合計 10,521 10,675

無形固定資産 110 102

投資その他の資産

投資有価証券 325 340

繰延税金資産 729 723

その他 146 143

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,200 1,207

固定資産合計 11,832 11,985

資産合計 29,331 29,389
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 620 784

未払費用 841 711

未払法人税等 880 402

役員賞与引当金 32 7

その他 2,127 2,304

流動負債合計 4,502 4,210

固定負債

退職給付引当金 1,788 1,812

役員退職慰労引当金 60 45

その他 34 34

固定負債合計 1,884 1,892

負債合計 6,386 6,103

純資産の部

株主資本

資本金 1,455 1,455

資本剰余金 807 807

利益剰余金 20,981 21,330

自己株式 △68 △68

株主資本合計 23,175 23,523

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 71 79

為替換算調整勘定 △301 △317

その他の包括利益累計額合計 △230 △238

純資産合計 22,945 23,285

負債純資産合計 29,331 29,389
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 3,822 4,404

売上原価 2,268 2,410

売上総利益 1,553 1,994

販売費及び一般管理費 1,025 1,092

営業利益 527 901

営業外収益

受取利息 10 12

受取配当金 0 0

特許料収入 16 16

固定資産売却益 － 24

スクラップ売却益 2 23

その他 18 10

営業外収益合計 48 89

営業外費用

売上割引 50 52

その他 33 26

営業外費用合計 83 78

経常利益 492 911

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 492 911

法人税、住民税及び事業税 233 376

法人税等調整額 △77 △5

法人税等合計 156 370

少数株主損益調整前四半期純利益 336 540

少数株主利益 － －

四半期純利益 336 540
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 336 540

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5 8

為替換算調整勘定 △241 △16

その他の包括利益合計 △247 △7

四半期包括利益 88 533

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 88 533

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日立ツール(株)  (5963)  平成24年3月期  第1四半期決算短信 

7



該当事項はありません。  
  

  

(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) 

 
  

(単位：百万円) 

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

でおります。 

  

(単位：百万円) 

 
  

該当事項はありません。  
  

（３）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

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

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 2,946 594 3,540 281 3,822

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

539 6 546 ― 546

計 3,485 601 4,086 281 4,368

セグメント利益又は損失(△) 479 113 593 △5 588

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

利  益 金  額

報告セグメント計 593

「その他」の区分の損失 △5

セグメント間取引消去 △95

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 492

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

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

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 3,065 825 3,891 513 4,404

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

803 9 812 ― 812

計 3,868 834 4,703 513 5,217

セグメント利益 761 234 996 8 1,005

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

利  益 金  額

報告セグメント計 996

「その他」の区分の利益 8

セグメント間取引消去 △93

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 911

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)
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