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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 28,672 △4.4 1,315 465.2 1,256 395.3 727 ―

23年3月期第1四半期 29,998 10.4 232 △53.7 253 △52.2 5 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △40百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,925百万円 （―％）

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 7.17 7.17
23年3月期第1四半期 0.05 0.05

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

24年3月期第1四半期 137,151 101,570 73.4 992.54
23年3月期 138,622 102,241 73.1 998.94

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  100,647百万円 23年3月期  101,296百万円

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 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00
24年3月期 6.00

24年3月期（予想） 6.00 6.00 6.00 24.00

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) 60,500 1.7 2,600 162.3 2,500 147.4 1,300 807.0 12.82
通期 127,000 7.1 7,000 92.8 6,800 83.5 3,700 600.8 36.49



(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  
詳細は、３ページ「２．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等については、添付資料P.2「1.当四半期決算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」をご覧ください。 
・決算補足説明資料は平成23年7月27日（水）に当社ホームページに掲載いたします。 
・当社は、平成23年7月28日（木）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームペ
ージに掲載する予定です。 

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 123,072,776 株 23年3月期 123,072,776 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 21,669,535 株 23年3月期 21,669,283 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 101,403,309 株 23年3月期1Q 101,399,885 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の売上高は、新興国の経済成長や欧州の緩やかな景気回復基調が続き、日本も東日本大震災による

影響から徐々に立ち直りはじめたことなどを背景に、概ね堅調に推移しましたが、北米が米国住宅投資の低迷や円

高ドル安の影響を受け大きく落ち込んだため、２８６億７千２百万円（前年同期比４％減）となりました。なお、

前年同期に行ったアジア、日本など子会社１０社の決算期変更の影響を除くと売上高の前年同期比は１％減になり

ます。 

 利益面においては、徹底的なコスト削減や、物量確保による固定費回収等により大幅に改善し、営業利益１３億

１千５百万円（前年同期比４６５％増）、経常利益１２億５千６百万円（前年同期比３９５％増）となり、四半期

純利益は７億２千７百万円（前年同期比７億２千１百万円増）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、東日本大震災の影響による製品供給面での一時的な停滞がありましたが、生産・流通面での早

期復旧を進める一方、東北地方で復興関連製品の需要が高まったことやホームセンタールートの強化に努めたこと

などから、着実に売上増を確保しました。しかしながら、前年同期に行った子会社決算期変更の影響により、前年

同期比では１％の増加にとどまりました。 

 欧州地域においては、国によってばらつきがあるものの、景気回復が鮮明になったロシア、東欧で大きく伸長し

たことやフランス、北欧も好調に推移したことなどから、売上高は前年同期比７％の増加となりました。 

 北米地域においては、販売店ルートの強化や取引先の拡充などに努めましたが、長期化して依然出口の見えない

住宅投資の低迷や為替の影響などから、売上高は前年同期比２８％の大幅な減少となりました。 

 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だったことに加え、豪州で新たなホームセン

ターと取引開始したことなどから売上は実質二桁の高い伸びを示しましたが、前年同期に行った子会社決算期変更

の影響により、前年同期比５％の減少となりました。 

 以上の結果当事業の業績は、売上高２７４億５千９百万円（前年同期比４％減）となりましたが、営業利益につ

いては、コスト管理の強化等収益力向上策が奏功したことや物量増により固定費回収が進んだことなどから１０億

６百万円（前年同期比１１億８千４百万円増）と大きく改善しました。 

②ライフサイエンス機器事業 

 日本においては、大学を中心に遠心機の買い換え需要の掘り起こしなどに努めましたが、震災の影響により主要

取引先である大学・官公庁研究施設において予算の一時凍結や削減があったことや、ワクチン生産用連続超遠心機

の出荷が端境期だったことなどにより厳しい状況となりました。一方海外においては、比較的動きのあるアジア市

場で販路の拡大や販売代理店への支援強化などに努めましたが、欧米市場で冷え込みが強まり競争が激化しまし

た。 

 その結果当事業の業績は、売上高１２億１千３百万円（前年同期比１６％減）、営業利益３億９百万円（前年同

期比２５％減）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１四半期における総資産は、１，３７１億５千１百万円であり前連結会計年度末と比べて１４億７千１百万

円の減少となりました。このうち、流動資産は１，０７４億４千５百万円であり８億５千万円減少しました。これ

は主に、為替の影響も含めて受取手形及び売掛金や棚卸資産が減少したことによるものです。 

 負債は、３５５億８千１百万円であり８億円減少しました。これは主に、賞与の支払などにより未払費用が減少

したことによるものです。 

 純資産は、１，０１５億７千万円であり６億７千１百万円減少しました。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、売上債権の減少や税金等調整前四半期純利益などにより３６億

６千万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５億６千５百万円の

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６億２百万円などにより７億７千８百万円の支出

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、前連結会計年度末残高から２１億８千１百万円増加し、

２９６億５百万円となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、日本は、震災復興が進み景気回復基調が続くと予想される一方、電力供給不足が経

済活動へ与える影響や住宅投資マインドの冷え込み等が懸念され、先行きは不透明な状況となっております。 

 また、海外では、新興国は引き続き高い成長が見込まれるものの一部で減速が懸念されており、加えて、米国の

景気回復の腰折れ、欧州の財政問題の深刻化およびそれに起因する円高の進行なども予想され、予断を許さない状

況にあります。 

[当社グループの施策] 

 このような状況下、当社グループの業績向上への具体的な施策は次の通りです。 

 電動工具事業では、省エネルギー社会の実現に貢献する高効率モーターであるブラシレスモーター搭載製品やデ

ィスクモーター搭載コードレス刈払機の積極拡販、他社にない当社オリジナル製品のシリーズ拡充、エンジン、電

動、コードレスといったさまざまな動力を持つ当社の強みを活かした総合ＯＰＥ（※）事業製品のグローバル市場

への展開、世界経済の成長をけん引する新興国でのさらなる拡販、日米欧の主要市場における販売店ルートの強化

および販売力のあるホームセンタールートの深耕などを積極的に推進することによって、売上拡大を図ってまいり

ます。 

 また、ライフサイエンス機器事業では、新型インフルエンザワクチンの開発・生産体制を助成する日本の国家プ

ロジェクト向けワクチン生産用連続超遠心機の受注活動を強化するとともに、材料系ユーザーの新規開拓、海外販

売代理店の営業力強化などに引き続き注力してまいります。 

 一方、収益に関しましては、収益性の高い他社にないオリジナル製品の拡販、物量の確保、徹底した原価低減、

適地生産の推進などにより、引き続き収益力の向上に取り組んでまいります。 

[連結業績予想] 

 こうした各種施策を着実に実行することにより、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、平成２３

年４月２６日の決算短信で公表いたしましたとおり、次のとおり見込んでおります。なお、第２四半期以降の為替

レートも変更なく１米ドル８２円、１ユーロ１０８円を前提としております。 

（単位：百万円）

  

（注）※「ＯＰＥ」とはOutdoor Power Equipmentの略で、農林業や園芸などで使われるアウトドア工具全般を 

   いいます。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期連結累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。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

  

  
 11年度 

 第２四半期(累計)予想 

 11年度 

    通期予想 

 [ご参考] 

 10年度通期実績 

 売 上 高  60,500          127,000          118,558          

 営業利益  2,600           7,000           3,630 

 経常利益  2,500           6,800           3,705 

 当期純利益  1,300           3,700           528          

２．サマリー情報（その他）に関する事項

日立工機㈱(6581)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

3



４．四半期連結財務諸表 
（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 9,383 9,323

預け金 18,041 20,282

受取手形及び売掛金 34,465 31,334

たな卸資産 41,091 40,283

繰延税金資産 3,014 3,881

その他 3,031 3,225

貸倒引当金 △730 △883

流動資産合計 108,295 107,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,038 9,949

機械装置及び運搬具（純額） 4,280 4,038

土地 2,768 2,765

その他（純額） 1,996 2,115

有形固定資産合計 19,082 18,867

無形固定資産   

のれん 4,656 4,570

その他 1,489 1,450

無形固定資産合計 6,145 6,020

投資その他の資産   

投資有価証券 1,056 1,063

繰延税金資産 1,794 1,435

その他 2,250 2,321

投資その他の資産合計 5,100 4,819

固定資産合計 30,327 29,706

資産合計 138,622 137,151
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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   

支払手形及び買掛金 8,519 8,954

短期借入金 12,393 12,087

未払費用 6,544 5,664

未払法人税等 798 1,263

役員賞与引当金 70 13

災害損失引当金 318 86

資産除去債務 40 41

その他 3,253 3,097

流動負債合計 31,935 31,205

固定負債   

退職給付引当金 3,085 3,076

役員退職慰労引当金 353 305

資産除去債務 237 238

その他 771 757

固定負債合計 4,446 4,376

負債合計 36,381 35,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,813 17,813

資本剰余金 21,558 21,558

利益剰余金 87,097 87,215

自己株式 △13,633 △13,633

株主資本合計 112,835 112,953

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △166 △159

為替換算調整勘定 △11,373 △12,147

その他の包括利益累計額合計 △11,539 △12,306

少数株主持分 945 923

純資産合計 102,241 101,570

負債純資産合計 138,622 137,151
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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 29,998 28,672

売上原価 19,443 17,892

売上総利益 10,554 10,780

販売費及び一般管理費 10,322 9,465

営業利益 232 1,315

営業外収益   

受取利息 73 62

受取配当金 8 10

不動産賃貸料 151 122

貸倒引当金戻入額 － 12

その他 104 32

営業外収益合計 336 238

営業外費用   

支払利息 78 92

為替差損 115 114

固定資産除却損 21 10

不動産賃貸費用 74 53

その他 26 28

営業外費用合計 315 297

経常利益 253 1,256

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21 －

PCB処理費用 47 －

災害による損失 － 96

特別損失合計 68 96

税金等調整前四半期純利益 185 1,160

法人税等 156 416

少数株主損益調整前四半期純利益 29 744

少数株主利益 24 17

四半期純利益 5 727
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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 29 744

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △100 7

為替換算調整勘定 △1,854 △791

その他の包括利益合計 △1,954 △784

四半期包括利益 △1,925 △40

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,897 △40

少数株主に係る四半期包括利益 △28 0
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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) 

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 185 1,160

減価償却費 986 749

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 △59

受取利息及び受取配当金 △81 △72

支払利息 78 93

売上債権の増減額（△は増加） 1,420 2,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △546 299

仕入債務の増減額（△は減少） 1,910 524

未払金の増減額（△は減少） △249 △233

未払費用の増減額（△は減少） 169 △816

その他 △605 △243

小計 3,298 4,207

利息及び配当金の受取額 81 72

利息の支払額 △79 △98

法人税等の還付額 76 －

法人税等の支払額 △783 △521

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,592 3,660

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 3 3

有形固定資産の取得による支出 △470 △536

有形固定資産の売却による収入 665 10

無形固定資産の取得による支出 △13 △56

その他 20 14

投資活動によるキャッシュ・フロー 204 △565

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） 860 △148

長期借入れによる収入 539 －

配当金の支払額 △603 △602

その他 △25 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー 771 △778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △375 △136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,193 2,181

現金及び現金同等物の期首残高 25,120 27,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,313 29,605

日立工機㈱(6581)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

8



該当事項はありません。  

  

  

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         

       (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   

(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）セグメント情報等

  

  

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 28,562  1,436 29,998  ― 29,998 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 28,562  1,436 29,998 ― 29,998 

 セグメント利益又は損失 △178  411 232 ― 232 

  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)  

 9,314 2,978 9,714 6,119 1,871 29,998 
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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        

       (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  

(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。  

  

  

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 27,459 1,213 28,672  ― 28,672 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 27,459 1,213 28,672 ― 28,672 

 セグメント利益 1,006 309 1,315 ― 1,315 

  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)  

9,229 2,311 10,421 4,456 2,255 28,672 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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