
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30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 ％

25年３月期第１四半期 4,171 △5.3 606 △32.7 577 △36.7 286 △47.1
24年３月期第１四半期 4,404 15.2 901 70.7 911 85.0 540 60.7

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 62百万円(△88.3％) 24年３月期第１四半期 533百万円( 499.2％)

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

25年３月期第１四半期 10.42 ―
24年３月期第１四半期 19.70 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 29,754 23,652 79.5
24年３月期 30,550 23,864 78.1

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 23,652百万円 24年３月期 23,864百万円

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

24年３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 10.00 ― 0.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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

第２四半期(累計) 8,200 △4.5 1,200 △21.6 1,120 △29.2 700 △27.4 25.49

通期 17,000 △0.7 2,580 △6.8 2,340 △11.2 1,560 2.6 56.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

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「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

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）1.詳細は、添付資料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。 
 2.当社は、当第１四半期連結累計期間より、有形固定資産の減価償却の方法を、定率法から定額法へ変更して
おりますが、これは四半期連結財務諸表規則第10条の５(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合)の規定に該当するため、「② ①以外の会計方針の変更」と「③ 会計上の見積りの変更」と
を「有」にしております。

（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) 25年３月期１Ｑ 27,514,802株 24年３月期 27,514,802株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 57,682株 24年３月期 57,682株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 27,457,120株 24年３月期１Ｑ 27,457,196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１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州での債務危機に加え、新興国における成長の減
速など、総じて不透明な状況にありました。 
当工具業界においては、主要顧客である自動車関連産業向けの工具需要が底堅く推移しました。 
このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、中国における需

要の減衰や円高の影響により、41億７千１百万円(前年同期比5.3％減)となりました。このうち国内向
けの売上高は24億７千５百万円(同0.4％増)、海外売上高は16億９千６百万円(同12.5％減)でありま
す。利益面では、営業利益６億６百万円(同32.7％減)、経常利益５億７千７百万円(同36.7％減)、四半
期純利益２億８千６百万円(同47.1％減)となりました。  
  

資産合計は、297億５千４百万円(前連結会計年度末比７億９千６百万円減)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ことが主な要因となっております。 
負債合計は、61億２百万円(前連結会計年度末比５億８千４百万円減)となりました。これは未払費用

及び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、236億５千２百万円(前連結会計年度末比２億１千１百万円減)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
性の向上をより一層展開し利益の確保に努めてまいります。 
また、「２．サマリー情報(その他)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修

正再表示」に記載の通り、当社の有形固定資産の減価償却の方法を定率法から定額法へ変更しておりま
す。その影響により、連結業績予想を変更しております。 
(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 17,000百万円 (前期比 0.7％減)
営業利益 2,580百万円 (前期比 6.8％減)
経常利益 2,340百万円 (前期比11.2％減)
当期純利益 1,560百万円 (前期比 2.6％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。 

  

従来、当社は有形固定資産の減価償却方法について、定率法(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)は定額法)を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、
定額法に変更しております。 
当社は、平成22年度から平成24年度までの中期経営計画に基づき、生産能力の強化及び合理化を図る

ため、主力のインサート、超硬エンドミル及び超硬ドリルの生産設備について前連結会計年度より大規
模な設備投資を実施しており、当連結会計年度より稼働します。この大規模設備投資は、今後の中長期
的な各種製品の生産に使用するための汎用性の高い製造装置に係るものであります。また、当社は、同
中期経営計画に基づき、生産が変動する低付加価値品については自社生産を海外からの調達に徐々に移
行し、国内では、上述の製造装置を使用して需要の比較的安定した高付加価値品の生産に注力すること
としております。これを機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、当連結会計年度以降、有
形固定資産はより安定的に使用され、使用期間にわたり減価償却費を均等に配分することが使用実態を
より適切に反映するものと判断し、減価償却方法を定率法から定額法へ変更しております。 
この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は11百万

円減少し、営業利益は9百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7百万円増加してお
ります。 
  

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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,307 3,022

受取手形及び売掛金 2,201 2,293

商品及び製品 1,901 1,968

仕掛品 529 614

原材料及び貯蔵品 567 600

関係会社キャッシュプール金 9,092 8,429

繰延税金資産 341 334

その他 197 191

貸倒引当金 △32 △33

流動資産合計 18,107 17,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,594 2,540

機械装置及び運搬具（純額） 4,839 4,592

土地 3,257 3,257

その他（純額） 523 558

有形固定資産合計 11,214 10,948

無形固定資産 96 91

投資その他の資産   

投資有価証券 296 309

繰延税金資産 699 694

その他 137 291

貸倒引当金 △0 △1

投資その他の資産合計 1,132 1,294

固定資産合計 12,443 12,334

資産合計 30,550 29,754
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 650 772

未払費用 762 680

未払法人税等 482 339

役員賞与引当金 9 1

その他 2,824 2,335

流動負債合計 4,730 4,129

固定負債   

退職給付引当金 1,868 1,894

役員退職慰労引当金 52 42

その他 35 35

固定負債合計 1,956 1,972

負債合計 6,686 6,102

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 22,035 22,046

自己株式 △69 △69

株主資本合計 24,228 24,240

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 55 63

為替換算調整勘定 △420 △651

その他の包括利益累計額合計 △364 △587

純資産合計 23,864 23,652

負債純資産合計 30,550 29,754
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,404 4,171

売上原価 2,410 2,412

売上総利益 1,994 1,759

販売費及び一般管理費 1,092 1,152

営業利益 901 606

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 0 7

特許料収入 16 18

固定資産売却益 24 －

スクラップ売却益 23 22

その他 10 10

営業外収益合計 89 69

営業外費用   

売上割引 52 49

為替差損 8 20

その他 17 28

営業外費用合計 78 98

経常利益 911 577

特別利益 － －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純利益 911 577

法人税、住民税及び事業税 376 288

法人税等調整額 △5 3

法人税等合計 370 291

少数株主損益調整前四半期純利益 540 286

少数株主利益 － －

四半期純利益 540 286
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 540 286

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8 8

為替換算調整勘定 △16 △231

その他の包括利益合計 △7 △223

四半期包括利益 533 62

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 533 62

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  
  

  

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

（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24年４月１日 至 平成24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
合計

日本 ドイツ 中国

売上高

 外部顧客に対する売上高 3,065 825 513 4,404

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

803 9 ― 812

計 3,868 834 513 5,217

セグメント利益 761 234 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 1,005

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

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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
合計

日本 ドイツ 中国

売上高

 外部顧客に対する売上高 2,973 693 504 4,171

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

800 5 ― 806

計 3,774 699 504 4,978

セグメント利益又は損失(△) 695 103 △2 796

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 796

セグメント間取引消去 △219

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 577
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当第１四半期会計期間より、従来「その他」に記載しておりました「中国」について量的な重要性
が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 
なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成してお

り、前第１四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 
また、会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却の方法を定額法に変更しております。 
当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益が

7百万円増加しております。 
  

該当事項はありません。  
  

当社は平成24年７月27日開催の取締役会において、日立金属株式会社を株式交換完全親会社とし、当社
を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付けで株式交換契約を締結いたしまし
た。なお、詳細につきましては、本日公表しております「日立金属株式会社による日立ツール株式会社の
株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、平成24年４月27日に発表しております中間配当金については、10月の取締役会で正式に決議し実

施する予定であります。 
また、期末配当金については、完全子会社になるため、期末配当を行わないことを決議いたしました。
  

3.報告セグメントの変更等に関する事項

（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24年４月１日 至 平成24年６月30日)

（６）重要な後発事象
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