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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（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３四半期 12,698 8.5 2,001 14.8 2,030 17.5 1,179 0.2

23年３月期第３四半期 11,706 19.0 1,742 166.8 1,727 199.8 1,177 222.5

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 893百万円( △2.7％) 23年３月期第３四半期 918百万円( ―％)

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３四半期 42.95 ―
23年３月期第３四半期 42.88 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 29,933 23,371 78.1
23年３月期 29,331 22,945 78.2

(参考) 自己資本 24年３月期第３半期 23,371百万円 23年３月期 22,945百万円

２．配当の状況

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 ― 10.00 ―

24年３月期(予想) 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 17,640 9.3 3,420 34.5 3,120 29.7 1,920 19.0 69.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   
  

   

   

   
  

   
  
  

 

   

 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）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) 24年３月期３Ｑ 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３Ｑ 57,682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３Ｑ 27,457,176株 23年３月期３Ｑ 27,457,310株

※ 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。
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災により景気の急激な減速がありまし
たが、復旧の進展とともに回復への兆しも見られるなど底堅く推移しました。しかしながら一方では、
欧州の財政不安等による世界的な景気の停滞、急激な円高進行等により先行きの不透明感が続いており
ます。 
当工具業界におきましても、主要ユーザーである自動車関連産業の減速傾向が見られましたが、工具

需要は比較的堅調に推移しました。 
当社グループにおいても、主力商品である超硬エンドミルの大型新商品「エポックディープエボリュ

ーション」の発売等、「開発技術の日立ツール」として加工半減に役立つ新商品の開発を進める一方
で、市場に応じた商品を投入するため営業体制の刷新を行うなど売上の向上に努めてまいりました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は126億９千８百万円(前年同期比8.5％増)と増加い

たしました。このうち国内向けの売上高は76億８千３百万円(同6.3％増)、海外売上高は50億１千４百
万円(同12.0％増)であります。利益面では、営業利益20億１百万円(同14.8％増)、経常利益20億３千万
円(同17.5％増)、四半期純利益11億７千９百万円(同0.2％増)となりました。  
  

資産合計は、299億３千３百万円(前連結会計年度末比６億２百万円増)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、設備投資による有形固定資産の増
加並びに商品及び製品、原材料及び貯蔵品の増加が主な要因となっております。 
負債合計は、65億６千２百万円(前連結会計年度末比１億７千５百万円増)となりました。これは退職

給付引当金の増加が主な要因となっております。 
純資産合計は、233億７千１百万円(前連結会計年度末比４億２千６百万円増)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。 
  

今後の当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き不透明な状況で推移することが想定されます。
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。収益面では、ものづくりの抜本的強化を目指し、生産
性向上をより一層展開し利益の確保に努めてまいります。 
このような状況を踏まえ、現時点において通期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」に記載の数値を据置いております。 
本業績予想は、発表日現在における事業環境及び入手可能な情報に基づき作成しております。実際の

業績は、今後の経済状況、事業環境の変化等により異なる可能性があります。 
(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)

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期 第3四半期決算短信

2



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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,851 3,174

受取手形及び売掛金 2,046 2,240

商品及び製品 1,408 1,753

仕掛品 468 502

原材料及び貯蔵品 362 644

関係会社キャッシュプール金 9,871 8,470

繰延税金資産 442 445

その他 89 420

貸倒引当金 △41 △44

流動資産合計 17,498 17,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,720 2,613

機械装置及び運搬具（純額） 4,137 4,839

土地 3,257 3,257

その他（純額） 406 407

有形固定資産合計 10,521 11,118

無形固定資産 110 103

投資その他の資産

投資有価証券 325 301

繰延税金資産 729 667

その他 146 137

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 1,200 1,105

固定資産合計 11,832 12,327

資産合計 29,331 29,933
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 620 642

未払費用 841 722

未払法人税等 880 358

役員賞与引当金 32 9

その他 2,127 2,861

流動負債合計 4,502 4,595

固定負債

退職給付引当金 1,788 1,881

役員退職慰労引当金 60 50

その他 34 35

固定負債合計 1,884 1,967

負債合計 6,386 6,562

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 21,694

自己株式 △68 △69

株主資本合計 23,175 23,887

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 71 59

為替換算調整勘定 △301 △575

その他の包括利益累計額合計 △230 △516

純資産合計 22,945 23,371

負債純資産合計 29,331 29,933
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 11,706 12,698

売上原価 6,827 7,432

売上総利益 4,878 5,265

販売費及び一般管理費 3,135 3,264

営業利益 1,742 2,001

営業外収益

受取利息 32 35

受取配当金 1 1

為替差益 － 48

特許料収入 34 32

固定資産売却益 86 24

スクラップ売却益 19 64

その他 43 34

営業外収益合計 217 242

営業外費用

売上割引 149 160

その他 83 52

営業外費用合計 232 213

経常利益 1,727 2,030

特別利益

固定資産売却益 52 －

特別利益合計 52 －

特別損失

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純利益 1,780 2,030

法人税、住民税及び事業税 683 858

法人税等調整額 △80 △6

法人税等合計 603 851

少数株主損益調整前四半期純利益 1,177 1,179

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,177 1,179
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,177 1,179

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7 △12

為替換算調整勘定 △251 △273

その他の包括利益合計 △258 △285

四半期包括利益 918 893

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 918 893

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3四半期決算短信

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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

前第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)

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 8,808 1,882 10,690 1,015 11,706

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

1,843 40 1,883 ― 1,883

計 10,652 1,922 12,574 1,015 13,589

セグメント利益又は損失(△) 1,490 397 1,887 △5 1,881

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 1,887

「その他」の区分の損失 △5

セグメント間取引消去 △101

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 1,780

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 9,321 2,025 11,346 1,351 12,698

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

2,251 19 2,271 ― 2,271

計 11,573 2,044 13,617 1,351 14,969

セグメント利益 1,617 457 2,075 19 2,094

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 2,075

「その他」の区分の利益 19

セグメント間取引消去 △63

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 2,030

（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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)
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