
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

     

  

 

     

  

     

  
  

  

     

  
  

 

 
(％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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１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 23,125 △6.0 1,826 △16.7 1,810 △17.3 1,364 9.8
24年３月期 24,608 12.5 2,191 24.9 2,189 22.9 1,242 10.0

(注) 包括利益 25年３月期 1,502百万円( 21.0％) 24年３月期 1,242百万円( 15.8％)

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 ％ ％ ％

25年３月期 74.56 － 9.0 8.2 7.9
24年３月期 67.88 － 8.8 10.4 8.9

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 －百万円 24年３月期 －百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 22,252 15,764 70.8 861.17
24年３月期 22,124 14,563 65.8 795.58

(参考) 自己資本 25年３月期 15,764百万円 24年３月期 14,563百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
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

25年３月期 1,953 △250 △455 6,518
24年３月期 1,724 △406 △112 5,268

２．配当の状況

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 ％ ％

24年３月期 － 7.50 － 7.50 15.00 274 22.1 2.0
25年３月期 － 9.00 － 9.00 18.00 329 24.1 2.2

26年３月期(予想) － 9.00 － 9.00 18.00 22.7

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 12,500 9.1 1,050 15.5 1,040 14.0 670 14.9 36.60
通 期 25,500 10.3 2,300 26.0 2,250 24.3 1,450 6.2 79.21



  

 

     

  

     

   

  

     

  

 

   

     

  
（２）個別財政状態 

 

     
  

  

  

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（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

  新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)

（２）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）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分する
ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、決算短信（添付資料）15ページ「４．連結財務諸表（５）連結財
務諸表に関する注記事項」をご参照ください。

（３）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 18,399,566株 24年３月期 18,399,566株

② 期末自己株式数 25年３月期 94,246株 24年３月期 94,171株

③ 期中平均株式数 25年３月期 18,305,370株 24年３月期 18,305,835株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 21,118 △6.9 1,679 △19.5 1,667 △20.1 972 △13.1
24年３月期 22,683 13.0 2,087 25.7 2,087 23.7 1,119 15.9

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

25年３月期 53.12 －
24年３月期 61.14 －

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

25年３月期 20,751 14,758 71.1 806.24
24年３月期 21,044 14,079 66.9 769.12

(参考) 自己資本 25年３月期 14,758百万円 24年３月期 14,079百万円

※ 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おりません。

※ 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。なお、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、決算短信（添付資料）３ペー
ジ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析   

（１）経営成績に関する分析 

① 平成 25 年３月期の経営成績の概要     

当期の日本経済は、期初より緩やかな景気回復傾向が続いたものの、その後は世界経済減速に伴って

輸出が減少し民間設備投資も抑制傾向が続くなど、後退への懸念が強まりました。しかし、年明け以降

は、政権交代を契機として円安･株高が急速に進行、回復基調が鮮明となりました。 

このような状況にあって当社グループ関連の建設･機械設備市況は、大震災復興公共投資が漸増する

一方で民間設備投資は手控え基調が続く中、業界･分野により好不況の濃淡が見られるうちに推移しま

した。 

当社グループの売上高は、高付加価値新商品の市場浸透や新規顧客への拡販を強化したものの、一部

セグメント･商品アイテムで当期後半にかけて大幅な需要の減少に見舞われたため、前期を下回る結果

となりました。 

一方、利益面では、商品のコストバリュー強化や製造･調達･施工のコストダウンに鋭意努めましたが、

価格競争熾烈化の中でＩＴ関連需要の停滞期に陥った内装システム事業や国内マテハン事業の低迷が

影響し、営業･経常利益では前期を下回る結果となりました。なお、連結当期純利益につきましては、

連結子会社の繰越欠損金に係る繰延税金資産の計上により前期を上回りました。 

その結果、売上高 23,125 百万円（前期比 94％）、営業利益 1,826 百万円（同 83％）経常利益 1,810

百万円（同 83％）、当期純利益 1,364 百万円（同 110％）となりました。 

セグメント別の事業の概況は以下のとおりであります。 

 

内装システム 

オフィス用フロアは、大型建設案件の竣工が進んで今後の着工へ一服感が出てきたことから前期並み

に止まりました。また、電算室用フロアは国内データーセンター向け投資の計画停滞が相次ぎ、クリー

ンルーム用フロアもスマートフォン関連投資が一巡して新規需要が急速に低下したことにより、いずれ

も前期比で大幅に減少しました。 

その結果、売上高 6,496 百万円（前期比 77％）、営業利益 153 百万円（同 43％）となりました。 

構造システム 

主力商品である鉄骨柱脚工法は、大型店舗･倉庫などの活発な鉄骨造建設需要を背景として堅調に推

移しました。また、油圧制震ダンパも、新規顧客の開拓や商品のコストダウンが奏功し大幅に増加しま

した。一方、前期に急増した鉄骨梁貫通孔補強工法については、超高層ビル建設需要の端境期が続いた

ことから減少しました。 

その結果、売上高 9,361 百万円（前期比 108％）、営業利益 1,307 百万円（同 115％）となりました。 
マテハンシステム 

国内においては、伝動用ローラーチェンが好調だったものの、民間製造分野での設備投資抑制の影響

で一般産業用チェンが伸び悩んだことから、売上高は前期を下回る結果となりました。他方、海外事業

については、本邦よりの輸出は長引いた円高定着下にあっても一般産業機械用が増加し、米国事業につ

いても一般産業機械用を中心として堅調に推移しました。 
その結果、売上高 7,267 百万円(前期比 97％)、営業利益 364 百万円(同 52％)となりました。 
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② 次期(平成 26 年３月期)の見通し 

次期の景況を見通しますと、大胆な金融緩和･機動的な財政出動･民間主導の成長戦略に代表される新

政権の経済政策は、円安･株高を喚起してデフレ脱却への実感が高まるなど、今後の企業活動には順風

が吹きつつあるといえます。当社グループにとりましては、とりわけ建設関係公共投資の拡大と消費税

増税関連需要の増加には期待が掛かるところであります。 

しかし、インフレ傾向や為替･株式市況の改善は金融経済対策の結果であり、当社グループ関連の建

設設備投資などの実体経済へどのように波及し寄与していくかは懸念材料ともいえます。 

次期は、後述の『日立機材グループ 2015 中期経営計画(2013～2015 年度)』の実行初年度にあたりま

す。当社グループとしましては、同計画でのアクションプランの実践とフォローアップを通じて、顧客･

市場ニーズに 適な高付加価値商品を引き続き開発･拡販し、トータル･コストダウンをさらに継続して

いくことで、所期の業績目標達成を図ってまいります。 

 

③ 目標とする経営指標および中期経営計画等の進捗状況 

a.目標とする経営指標および中期経営計画の概要 

当社グループは、当期を 終年度とする３ヶ年の『2012 中期経営計画』を策定しており、その概要

は次のとおりでありました。 

【 日立機材グループ 2012 中期経営計画(2010～2012 年度) 】 

1．基本方針・目標 

『 経営体質の強化で新たな成長、魅力ある会社へ 』 

＜目 標＞ ＊連結売上高 280 億円超    ＊連結営業利益率  10%超 

＜重点課題と事業戦略のポイント＞ 

1) 現有事業での更なる市場浸透･商品開発   

・高機能差別化新商品の開発と市場投入  ・既存販売網の改革 

2) 持続的成長のための事業基盤の整備 

・事業構造改革､セグメント別ビジネスモデルの再構築  ・営業拠点の再編 

3) 新規事業創出による多角化の模索 

・現有事業･商品でのコア･コンピタンスを活かした新規事業の創出 

4) コスト構造改善の推進 

・調達･製造コストの大幅な削減  ・原価低減の更なる推進 

5) グローバル化を指向した市場開発  

・海外マーケティングに基づく積極的な市場の開拓 

 

2．目標とする経営指標･実績(連結ベース)                         （単位：億円） 

  実績･目標 売上高 営業利益 同左率 経常利益 当期純利益 

2010 年度○実績 218 17.5 8.0％ 17.8 11.3 

2011 年度○実績 246 21.9 8.9％ 21.8 12.4 

2012 年度○実績 231 18.2 7.9％ 18.1 13.6 

2012 年度目標値 282 28.3 10.0％ 28.2 17.2 
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b. 2012 中期経営計画の実績と課題 

2012 中期経営計画での 終目標に対しましては、2010～2011 年度にかけては順調に改善が進んだも

のの 終年度である当期の不振が響き、売上高･利益とも未達成に終りました。 

重点課題･戦略として掲げた、現有事業での更なる市場浸透･商品の開発およびにコスト構造改善の推

進については、種々の施策を講じたものの成果としては今一歩であり、グローバル化の促進では、中国

市場でのマーケティングとビジネスモデル検討の着手にとどまりました。 
一方、新規事業の創出では、既存事業での強みを活かして屋上システム事業を立ち上げ、事業基盤の

整備については、他社との事業統合によって販売体制を拡充し製造部門を機能別組織へ再編成すること

で、持続的成長へ向けた企業体質の強化を図りました。 

 

C. 今後の経営戦略･目標 

当社グループは、2012 中期経営計画での成果と課題を踏まえ、2013 年度を初年度とする３ヶ年の

『2015 中期経営計画』を策定し、実行を開始しました。本計画の概要は次のとおりであります。 

【 日立機材グループ 2015 中期経営計画(2013～2015 年度) 】 

1．経営ビジョン 

『 持続的成長と高い収益性を有する、活力溢れる明るい会社 』 

 

2. 基本方針・目標 

全員参加で一丸となって、チャレンジ精神と変化への対応、グローバルな視点、簡明な組織運営 

＜目 標＞   ＊連結売上高 300 億円超  ＊連結営業利益 35 億円(営業利益率 11％超)  

 

3. 重点課題と事業戦略 

①グローバリゼーション  

 マテハンシステム事業の拡大、内装･構造システム事業の海外ビジネスモデル構築 

②新商品･新事業の拡充    

  新商品の迅速な開発と 適な販路の開拓、屋上システム事業の収益基盤確立  

③事業セグメント･商品の選択と集中     

採算性の低いセグメント･商品の収益改善、成熟分野から成長分野への経営資源のシフト 

④事業責任体制の改革   

セグメント別事業運営･収益管理責任の一元化による利益確保基盤の確立 

 

4. 目標とする経営指標(連結ベース)                        （単位：億円） 

  実績･目標 売上高 営業利益 同左率 経常利益 当期純利益 

2012 年度○実績 231 18.2 7.9％ 18.1 13.6 

2013 年度○目標 255 23.0 9.0％ 22.5 14.5 

2014 年度○目標 279 28.0 10.0％ 27.5 17.5 

2015 年度○目標 300 35.0 11.7％ 34.5 23.0 
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（２）財政状態に関する分析     

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末比(以下「同」と称す)で 128 百万円増加し、22,252 百万円

となりました。流動資産は同 48 百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金、たな卸資産が減少した一

方、関係会社短期貸付金（日立金属キャッシュプールシステムへの預け金）が増加したことによるものです。ま

た、固定資産は同 80 百万円増加しました。 

負債合計は同 1,072 百万円減少の 6,488 百万円となりました。これは買掛金、短期借入金、および未払法人

税等の減少が主な要因であります。 

純資産合計は同 1,200 百万円増加し、15,764 百万円となりました。これは、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。この結果、自己資本比率は 70.8％に､1 株当たり純資産は 861.17 円になりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 1,250 百万円増加し、

6,518 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度と比べて 228 百万円増加し、1,953 百万円となり

ました。これは主に税金等調整前当期純利益 1,810 百万円、減価償却費 436 百万円、たな卸資産等の運

転資金の減少による収入 981 百万円があった一方で、法人税等の支払額 1,143 百万円があったこと等に

よるものです。 

 

（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、前連結会計年度と比べて 155 百万円減少し、250 百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出 221 百万円があったこと等によるものです。 

 

（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、前連結会計年度に比べて 343 百万円増加し、455 百万円となりまし

た。これは主に、配当金の支払額 302 百万円、短期借入金返済による支出 153 百万円によるものです。 
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<キャッシュ･フロー指標のトレンド> 

 平成 22 年 

3 月期 

平成 23 年 

3 月期 

平成 24 年 

3 月期 

平成 25 年 

3 月期 

自己資本比率 70.2％ 67.8％ 65.8％ 70.8％

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率  38.9％ 37.9％ 48.1％ 53.5％

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 13％ 19％ 20％ 11％

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 275.6 170.5 289.5 288.7

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／キャッシュ･フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：キャッシュ･フロー／利払い 

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×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 

3. 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．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

 (３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株式上場以来、株主に厚く報いる基本方針を堅持しており、今後とも安定性を基本として業績

を勘案した利益還元を実施してまいります。また、社内留保につきましては、成長へ向けた戦略的投資

と財務体質の強化を旨として、計画的に実施していく方針であります。 

当期末配当につきましては１株当たり 9.0 円として定時株主総会へ提案し、第 2四半期末の１株当た

り 9.0 円と合わせて年間 18.0 円とさせていただく計画であります。 

次期につきましては、平成 26 年 3 月期の業績予想を勘案し、1 株当たり 18.0 円(第 2 四半期末 9.0

円･期末 9.0 円)とさせていただく予定であります。 

 

 (４) 事業等のリスク 

当社グループが認識している当面の事業等のリスクは以下のとおりであります。 

①中国外製先からの商品供給の停止または減少 

当社グループは、内装システムおよびマテハンシステム事業において、商品の一部を中国の外製先

より調達しております。昨秋の尖閣諸島国有化を発端として日中関係の緊張が高まる中、対日経済制

裁措置として輸出規制がなされる懸念があります。中国からの外製品の供給が制限されれば、生産の

確保に支障を来す可能性があります。 

 

②販売価格の下落と調達価格の上昇 

当社グループ関連市場においては、長引くデフレのもとで競合各社間の価格競争が激化して    

おり、一方で金属素材市況は、原油価格や電気料金の上昇懸念の中で不安定な状況が続いております。

原材料に占める鋼材等の比率の高い当社グループにとって販売価格の値下げ圧力がさらに増幅され

鋼材価格が高騰すれば、利益の確保に支障を来す可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

    当社の企業集団は、当社、親会社２社、子会社１社で構成されており、内装システムをはじめ、構造システム、

マテハンシステムの製造販売と、各事業に関連する工事等これらに付帯する事業を営んでおります。 

当企業集団を事業系統図によって示しますと、次のとおりとなります。 

 

　　　　親会社   ㈱日立製作所

連結子会社
Hitachi Maxco,Ltd.

商品・製品の販売及び工事施工　

　　　　　親会社 日立金属㈱ 商品・製品・部品の供給　

マテハンシステム

得　　意　　先

当　　　　社

内装システム 構造システム

 

 

３．経営方針            

 (１) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、｢キラリと光る会社｣を創り上げることを標榜し、顧客ニーズに応じた独創性に富ん

だ特色ある商品のご提供を通じて社会に貢献することを経営理念としております。会社の創設以来、建

設･産業機械関連の材料市場を中心に、得意分野での差別化と優位性の拡大を志向しながら、商品･サー

ビスの開発力と営業力の強化に努めてまいりました。また、環境･安全･快適性を重視した商品の開発を

鋭意追求し続けております。 

 

 (２) 会社の対処すべき課題 

国内需要の成熟化が進む一方で市場のグローバル化がますます加速しており、当社グループを取り巻

く事業環境は大きな転換期を迎えております。 

このような状況のもと、新たな経営ビジョンを掲げ、その実現へ向けたアクション･プランとして前

述の『2015 中期経営計画』を策定いたしました。本計画で掲げた重点課題と事業戦略を喫緊の経営課

題ととらえ鋭意取り組んでまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28 51

受取手形及び売掛金 5,872 5,051

商品及び製品 865 998

仕掛品 1,429 1,084

未成工事支出金 1,595 1,486

原材料及び貯蔵品 375 366

繰延税金資産 389 403

関係会社短期貸付金 5,239 6,466

その他 255 184

貸倒引当金 △17 △13

流動資産合計 16,033 16,081

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,121 1,168

減価償却累計額 △774 △817

建物及び構築物（純額） 347 351

機械装置及び運搬具 1,673 1,854

減価償却累計額 △1,370 △1,415

機械装置及び運搬具（純額） 303 439

工具、器具及び備品 1,410 1,476

減価償却累計額 △1,281 △1,320

工具、器具及び備品（純額） 129 155

土地 3,736 3,737

建設仮勘定 12 12

有形固定資産合計 4,527 4,695

無形固定資産   

のれん 235 46

その他 239 209

無形固定資産合計 474 255

投資その他の資産   

投資有価証券 117 131

繰延税金資産 681 861

その他 312 249

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,088 1,219

固定資産合計 6,090 6,171

資産合計 22,124 22,252
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(単位：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,323 3,093

短期借入金 336 211

未払法人税等 653 129

役員賞与引当金 7 5

工事損失引当金 22 0

その他 1,512 1,317

流動負債合計 5,855 4,757

固定負債   

退職給付引当金 1,388 1,400

役員退職慰労引当金 14 14

環境対策引当金 93 93

資産除去債務 － 17

その他 208 205

固定負債合計 1,704 1,731

負債合計 7,560 6,488

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,635 3,635

資本剰余金 4,677 4,677

利益剰余金 6,388 7,451

自己株式 △38 △38

株主資本合計 14,663 15,726

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 8

為替換算調整勘定 △99 29

その他の包括利益累計額合計 △100 37

純資産合計 14,563 15,764

負債純資産合計 22,124 22,252
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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：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 24,608 23,125

売上原価 18,568 17,551

売上総利益 6,040 5,573

販売費及び一般管理費   

給料 1,690 1,643

役員賞与引当金繰入額 7 5

退職給付引当金繰入額 113 122

減価償却費 296 273

賃借料 285 258

貸倒引当金繰入額 4 －

その他 1,451 1,443

販売費及び一般管理費合計 3,849 3,747

営業利益 2,191 1,826

営業外収益   

受取利息 19 25

為替差益 7 －

受取賃貸料 3 3

受取補償金 5 －

雑収入 11 11

営業外収益合計 47 40

営業外費用   

支払利息 5 6

売上割引 11 11

固定資産廃棄損 15 3

為替差損 － 15

手形流動化手数料 7 6

支払補償費 － 7

減損損失 5 －

雑支出 3 5

営業外費用合計 48 56

経常利益 2,189 1,810

税金等調整前当期純利益 2,189 1,810

法人税、住民税及び事業税 1,014 622

法人税等調整額 △67 △177

法人税等合計 946 445

少数株主損益調整前当期純利益 1,242 1,364

少数株主利益 － －

当期純利益 1,242 1,364
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,242 1,364

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 9

繰延ヘッジ損益 1 －

為替換算調整勘定 △1 128

その他の包括利益合計 △0 137

包括利益 1,242 1,502

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,242 1,502

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：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,635 3,635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,635 3,635

資本剰余金   

当期首残高 4,677 4,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,677 4,677

利益剰余金   

当期首残高 5,420 6,388

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,242 1,364

当期変動額合計 968 1,062

当期末残高 6,388 7,451

自己株式   

当期首残高 △38 △38

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 △38 △38

株主資本合計   

当期首残高 13,696 14,663

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,242 1,364

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 967 1,062

当期末残高 14,663 15,726
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(単位：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 9

当期変動額合計 △0 9

当期末残高 △0 8

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △97 △99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 128

当期変動額合計 △1 128

当期末残高 △99 29

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △100 △100

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 137

当期変動額合計 △0 137

当期末残高 △100 37

純資産合計   

当期首残高 13,596 14,563

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,242 1,364

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） △0 137

当期変動額合計 967 1,200

当期末残高 14,563 15,764
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円未満切捨て)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 2,189 1,810

減価償却費 515 436

減損損失 5 －

受取利息及び受取配当金 △20 △27

支払利息 5 6

売上債権の増減額（△は増加） △88 858

たな卸資産の増減額（△は増加） △696 456

仕入債務の増減額（△は減少） 406 △332

その他 256 △132

小計 2,572 3,075

利息及び配当金の受取額 20 27

利息の支払額 △5 △6

法人税等の支払額 △862 △1,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,724 1,953

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 △302 △221

その他 △103 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △406 △250

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） 162 △153

配当金の支払額 △274 △302

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △112 △455

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,208 1,250

現金及び現金同等物の期首残高 4,060 5,268

現金及び現金同等物の期末残高 5,268 6,518
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

　（継続企業の前提に関する注記）

　　　該当事項はありません。

　（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　　１． 連結範囲に関する事項

　　（１）連結子会社数　　　１社　　
　　　　　連結子会社名は、「企業集団の状況」に記載しているため省略いたしました。
　　（２）非連結子会社　　　該当ありません。

　　２． 持分法の適用に関する事項

　　（１）持分法を適用した非連結子会社数　　　該当ありません。

　　（２）持分法を適用した関連会社数　　　　　該当ありません。

　　３． 連結子会社の事業年度に関する事項

　　　　　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

　　 なお、上記以外は、「４．連結財務諸表　（５）連結財務諸表に関する注記事項（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）」に記載したものを除き、最近の有価証券報告書(平成24年６月22日提出)
　　における記載から重要な変更がないため、開示を省略しております。

　（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）

　　　従来、当社グループの国内会社は、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（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年
　　度より、定額法を用いることに変更いたしました。
　　　当社グループは、顧客のグローバル化への対応や円高進行に対する競争力確保のため、生産戦略の抜本的見
　　直しを行い、需要の変動については、海外調達品の拡充により対応し、国内生産品に関しては、将来にわたり
　　安定的な需要が見込まれる高付加価値品に特化する方針といたしました。　　安定的な需要が見込まれる高付加価値品に特化する方針といたしました。
　　　この戦略に基づき、高付加価値品生産のための設備や現有設備の合理化・更新を行ったことから、国内設備
　　は安定的稼働が見込めることとなりました。
　　　これらの国内設備が、主に当連結会計年度に本格稼働するため、当社の有形固定資産の減価償却方法を、使
　　用可能期間にわたり平均的に原価配分する定額法に変更することが使用実態をより適切に反映するものと判断
　　するに至りました。
　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の減価償却費は56百万円減少し、営業利益、
　　経常利益及び税金等調整前当期純利益が49百万円それぞれ増加しております。
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（連結貸借対照表関係）

　①保証債務

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)

従業員（住宅融資） 49百万円 43百万円

　②手形信託契約に基づく遡及義務
前連結会計年度 当連結会計年度

(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)
手形信託契約に基づく遡及義務 339百万円 242百万円

　③たな卸資産及び工事損失引当金の表示　

工事損失引当金に対応するたな卸資産の額
前連結会計年度 当連結会計年度

(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)
未成工事支出金 22百万円 0百万円

（連結損益計算書関係）

　①一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

351百万円 349百万円

　②通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

売上原価 42百万円 80百万円

　③売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

次の従業員の金融機関借入金等に対し、保証を行っております。

損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　③売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

22百万円 0百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　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
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

現金及び預金 28百万円 51百万円
関係会社短期貸付金
(キャッシュプールシステム預け金)
現金及び現金同等物の期末残高 5,268百万円 6,518百万円

5,239百万円 6,466百万円
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（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
　 　(単位：百万円未満切捨)　

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)

①退職給付債務 △2,693 △2,737
②年金資産 917 1,070
③未積立退職給付債務（①＋②） △1,776 △1,666
④未認識数理計算上の差異 569 419
⑤未認識過去勤務債務（債務の減額） △181 △153
⑥退職給付引当金（③＋④＋⑤） △1,388 △1,400

３　退職給付費用に関する事項
　(単位：百万円未満切捨)　

前連結会計年度 当連結会計年度
(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日

　至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)
①勤務費用 119 124
②利息費用 47 38
③期待運用収益 △9 △9
④数理計算上の差異の費用処理額 69 87
⑤過去勤務債務の費用処理額 △28 △28
⑥確定拠出年金への掛金支払額 30 30
⑦退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤
＋⑥） 229 243

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①　退職給付見込額の期間配分方法

　期間定額基準

②　割引率
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
　至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

1.5％ 1.2％

③　期待運用収益率
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
　至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

1.0％ 1.0％

④　過去勤務債務の額の処理年数

⑤　数理計算上の差異の処理年数

当社は、確定給付型の確定給付企業年金制度、確定拠出型の確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けておりま
す。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

13年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定期間の年数による定額法により費用処理しております。)

13年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定期間の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処
理することとしております。)
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
　(単位：百万円未満切捨)　

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)

(繰延税金資産)
退職給付引当金 496 500
未払賞与 169 156
役員退職慰労引当金 5 5
未払事業税 47 16
減損損失 252 252
連結子会社繰越欠損金 356 360
その他 316 335
　繰延税金資産小計 1,644 1,626
評価性引当額 △573 △350
　繰延税金資産合計 1,071 1,275
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 ― △4
資産除去債務 ― △5
　繰延税金負債合計 ― △10
　繰延税金資産の純額 1,071 1,265

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
　(単位：％)　

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成24年３月31日) (平成25年３月31日)

法定実効税率 40.4 37.8
(調整)
　 評価性引当金 △3.0 △15.0
　 交際費等永久に損金に算入
　 されない項目
　 住民税均等割等 1.0 1.1

在外子会社との税率差異 0 2 0 2

0.7 1.1

　 在外子会社との税率差異 0.2 0.2
　 試験研究費税額控除 △0.3 △0.4
　 税率変更による期末繰延税金
 　資産の減額修正
　 その他 △0.1 △0.2
税効果会計適用後の法人税等の
負担率

43.2 24.6

4.3 －
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（セグメント情報）

１．報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法
     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。
     当社は、本社に製品別の統括部長を置き、各統括部長は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括
   的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
     従って、当社は製品・サービス別セグメントから構成されており、「内装システム」「構造システム」及び
   「マテハンシステム」の３つを報告セグメントとしております。

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
　　「内装システム」は、フリーアクセスフロア・免震システム等の製造販売及び工事施工をしております。
　　「構造システム」は建築構造用接合部材・建築構造用補強部材・制震用部材等の製造販売及び工事施工をして
   おります。
　　「マテハンシステム」は伝動用ローラチェン・各種コンベヤチェン・水処理チェン等の製造販売をしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

    報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と
　同一であります。
    「４．連結財務諸表　（５）連結財務諸表に関する注記事項 （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、当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法を変更しております。
    これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度のセグメント利益は、「内装システム」で24百万円、「構造
　システム」で10百万円、「マテハンシステム」で14百万円増加しております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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23年4月1日　至平成24年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部
売上高又は振替高

セグメント利益

セグメント資産

その他の項目

　減価償却費

　のれんの償却額

（注）１．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の「営業利益」と一致しております。
      ２．セグメント資産の調整額は取締役会にセグメント別に報告されている「受取手形及び売掛金」、
      　　「たな卸資産」以外の資産であります。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部
売上高又は振替高

セグメント利益

セグメント資産

その他の項目

　減価償却費

　のれんの償却額

（注）１．セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の「営業利益」と一致しております。
      ２．セグメント資産の調整額は取締役会にセグメント別に報告されている「受取手形及び売掛金」、
      　　「たな卸資産」以外の資産であります。

29 128 31 189 － 189

74 38 134 247 － 247

2,786 3,599 3,390 9,775 12,477 22,252

23,125

153 1,307 364 1,826 － 1,826

計 6,496 9,361 7,267 23,125 －

－ － － － － －

6,496 9,361 7,267 23,125 － 23,125

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額内装システム 構造システム マテハンシステム 合計

29 128 33 191 － 191

120 25 178 324 － 324

3,956 3,641 3,657 11,255 10,869 22,124

24,608

357 1,136 697 2,191 － 2,191

計 8,443 8,697 7,466 24,608 －

－ － － － － －

8,443 8,697 7,466 24,608 － 24,608

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額内装システム 構造システム マテハンシステム 合計
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【関連情報】
前連結会計年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報
（1）売上高

（単位：百万円未満切捨て）

　（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。
（2）有形固定資産

     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。

３．主要な顧客ごとの情報
     外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
   ます。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報
（1）売上高

（単位：百万円未満切捨て）

　（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。
（2）有形固定資産

     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。

３．主要な顧客ごとの情報
     外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
   ます。

【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】
前連結会計年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

当連結会計年度（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）
    該当事項はありません。

【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】
前連結会計年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

（注）のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日） （単位：百万円未満切捨て）

（注）のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負のれんの発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

    該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日　至 平成25年3月31日）
    該当事項はありません。

日本 北米 その他 合計

21,722 1,936 949 24,608

日本 北米 その他 合計

20,072 2,029 1,023 23,125

5

報告セグメント
全社 合計

内装システム 構造システム マテハンシステム 計

減損損失 － － － － 5

全社 合計
内装システム 構造システム マテハンシステム 計

報告セグメント

当期末残高 36 159 39 235 －

合計
内装システム 構造システム マテハンシステム 計

235

報告セグメント
全社

当期末残高 7 31 7 46 － 46
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（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度
(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
　至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 795円58銭 861円17銭
１株当たり当期純利益金額 67円88銭 74円56銭

前連結会計年度 当連結会計年度
(自  平成23年４月１日 (自  平成24年４月１日
　至  平成24年３月31日) 　至  平成25年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,242 1,364
普通株主に帰属しない金額(百万円) － －
普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,242 1,364
普通株式の期中平均株式数(株) 18,305,835 18,305,370

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

項目

（注） １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
　　　 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23 30

受取手形 467 366

売掛金 5,135 4,432

商品及び製品 7 11

仕掛品 1,429 1,084

未成工事支出金 1,595 1,486

原材料及び貯蔵品 375 366

前払費用 56 52

繰延税金資産 354 262

関係会社短期貸付金 5,239 6,466

未収入金 169 91

その他 17 30

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 14,868 14,679

固定資産   

有形固定資産   

建物 927 957

減価償却累計額 △624 △651

建物（純額） 302 306

構築物 95 95

減価償却累計額 △83 △85

構築物（純額） 12 10

機械及び装置 1,597 1,767

減価償却累計額 △1,306 △1,341

機械及び装置（純額） 291 425

車両運搬具 14 18

減価償却累計額 △14 △15

車両運搬具（純額） 0 3

工具、器具及び備品 1,269 1,328

減価償却累計額 △1,155 △1,190

工具、器具及び備品（純額） 114 138

土地 3,725 3,725

建設仮勘定 12 12

有形固定資産合計 4,457 4,620

無形固定資産   

のれん 235 46

ソフトウエア 130 189

その他 108 20
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(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

無形固定資産合計 474 255

投資その他の資産   

投資有価証券 117 131

関係会社株式 246 246

従業員に対する長期貸付金 3 3

破産更生債権等 8 8

長期前払費用 19 16

繰延税金資産 591 594

敷金及び保証金 208 164

その他 70 54

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 1,243 1,196

固定資産合計 6,175 6,072

資産合計 21,044 20,751

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,164 2,934

未払金 257 226

未払費用 714 570

未払法人税等 653 124

未払消費税等 140 80

前受金 241 253

預り金 59 65

役員賞与引当金 7 5

工事損失引当金 22 0

流動負債合計 5,260 4,262

固定負債   

退職給付引当金 1,388 1,400

役員退職慰労引当金 14 14

環境対策引当金 93 93

長期預り保証金 196 194

資産除去債務 － 17

その他 12 10

固定負債合計 1,704 1,731

負債合計 6,965 5,993
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(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,635 3,635

資本剰余金   

資本準備金 909 909

その他資本剰余金 3,768 3,768

資本剰余金合計 4,677 4,677

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 5,804 6,475

利益剰余金合計 5,804 6,475

自己株式 △38 △38

株主資本合計 14,079 14,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 8

評価・換算差額等合計 △0 8

純資産合計 14,079 14,758

負債純資産合計 21,044 20,751
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（２）損益計算書 

(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品売上高 1,927 2,268

製品売上高 6,556 5,596

完成工事高 14,199 13,253

売上高合計 22,683 21,118

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 14 7

当期商品仕入高 1,462 1,748

合計 1,477 1,756

商品期末たな卸高 7 11

商品売上原価 1,469 1,745

製品売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期製品製造原価 4,531 4,079

合計 4,531 4,079

製品期末たな卸高 － －

製品売上原価 4,531 4,079

完成工事原価 11,155 10,292

売上原価合計 17,156 16,117

商品売上総利益 457 523

製品売上総利益 2,024 1,516

完成工事総利益 3,044 2,960

売上総利益合計 5,526 5,000

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 211 181

広告宣伝費 65 59

給料 1,483 1,425

法定福利費 187 188

役員賞与引当金繰入額 7 5

退職給付引当金繰入額 113 122

旅費及び交通費 110 108

減価償却費 281 260

賃借料 273 245

その他 704 723

販売費及び一般管理費合計 3,439 3,320

営業利益 2,087 1,679
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(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 19 25

受取配当金 1 1

為替差益 7 －

受取賃貸料 3 3

受取補償金 5 －

雑収入 9 9

営業外収益合計 46 40

営業外費用   

支払利息 3 3

売上割引 11 11

為替差損 － 14

固定資産廃棄損 15 3

手形流動化手数料 7 6

支払補償費 － 7

減損損失 5 －

雑支出 3 5

営業外費用合計 46 52

経常利益 2,087 1,667

税引前当期純利益 2,087 1,667

法人税、住民税及び事業税 1,010 610

法人税等調整額 △41 85

法人税等合計 968 695

当期純利益 1,119 972
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,635 3,635

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,635 3,635

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 909 909

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 909 909

その他資本剰余金   

当期首残高 3,768 3,768

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,768 3,768

資本剰余金合計   

当期首残高 4,677 4,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,677 4,677

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,960 5,804

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,119 972

当期変動額合計 844 670

当期末残高 5,804 6,475

利益剰余金合計   

当期首残高 4,960 5,804

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,119 972

当期変動額合計 844 670

当期末残高 5,804 6,475

自己株式   

当期首残高 △38 △38

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 △38 △38
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(単位：百万円未満切捨て)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 13,235 14,079

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,119 972

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 844 670

当期末残高 14,079 14,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 9

当期変動額合計 △0 9

当期末残高 △0 8

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －

当期変動額合計 1 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △2 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 9

当期変動額合計 1 9

当期末残高 △0 8

純資産合計   

当期首残高 13,233 14,079

当期変動額   

剰余金の配当 △274 △302

当期純利益 1,119 972

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） 1 9

当期変動額合計 845 679

当期末残高 14,079 14,758
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　　該当事項はありません。
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役 員 の 異 動 

平成２５年６月２６日付 

 

１．新任取締役 

   社外取締役     松永 昭博  （日立金属株式会社 事業役員常務 

高級機能部品カンパニープレジデント） 

 

２．退任取締役 

社外取締役     小西 和幸 

 

   取締役       松尾 英成 

 

３．新任監査役 

   社外監査役     相佐 昌司   （日立金属投資（中国）有限公司 董事長 

                     兼 日立金属（蘇州）科技有限公司 董事長） 

 

４．退任監査役 

社外監査役     佐坂 克郎 



取締役就任予定者の略歴 

 

松永 昭博 （昭和２５年１０月６日生 ６２歳） 

 

昭和４８年 ３月 山口大学経営学科卒業 

昭和４８年 ４月 日立金属株式会社入社 

平成１１年 １月 同社自動車機器事業部 企画部主管部員 

平成１２年 ４月 同社自動車機器事業部 海外戦略部長 

平成１３年１０月 同社自動車機器カンパニー 主管部員 

平成１４年 １月 Hitachi Metals Europe GmbH 社長 

平成１９年 ４月 株式会社 セイタン 社長 

平成２３年 ４月 日立金属株式会社事業役員 自動車機器カンパニープレジデント 

平成２４年 ４月 同社事業役員 高級機能部品カンパニー 自動車機器事業部長 

平成２５年 ４月 同社事業役員常務 高級機能部品カンパニープレジデント 



監査役就任予定者の略歴 

 

相佐 昌司 （昭和３２年３月２９日生 ５６歳） 

 

昭和５５年 ３月 東京大学法学部法律学科卒業 

昭和５５年 ４月 日立金属株式会社入社 

平成１４年 ４月 同社コーポレートビジネスセンター人事総務部人事グループ 

                           グループ長 

平成１６年 １月 同社中部東海支店（特殊鋼）営業部長 

平成１９年１１月 同社特殊鋼カンパニー 企画部部長 

平成２１年 ４月 同社関西支店副支店長 

平成２３年 ６月 日立金属投資（中国）有限公司 董事長  

         兼 日立金属（蘇州）科技有限公司 董事長 

 




