
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

 
 

(％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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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24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 ％

24年３月期 17,113 6.0 2,768 8.9 2,634 9.6 1,520 △5.7
23年３月期 16,140 20.8 2,541 202.5 2,404 346.8 1,612 594.8

(注) 包括利益 24年３月期 1,386百万円( △6.3％) 23年３月期 1,479百万円( ―％)

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 ％ ％ ％

24年３月期 55.37 ― 6.5 8.8 16.2
23年３月期 58.75 ― 7.2 8.5 15.7

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23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

24年３月期 30,550 23,864 78.1 869.15
23年３月期 29,331 22,945 78.2 835.67

(参考) 自己資本 24年３月期 23,864百万円 23年３月期 22,945百万円

（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

24年３月期 1,962 △1,804 △466 12,400
23年３月期 3,879 △438 △384 12,722

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 ％ ％

23年３月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 384 23.8 1.7
24年３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 549 36.1 2.3

25年３月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 37.6

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 1,120 △26.8 1,000 △36.8 670 △30.5 24.40
通 期 17,000 △0.7 2,420 △12.6 2,180 △17.3 1,460 △4.0 53.17



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

   

   

   

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

※ 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 ( ) 、除外 ―社 ( )

（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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 24年３月期 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 57,682株 23年３月期 57,606株

③ 期中平均株式数 24年３月期 27,457,162株 23年３月期 27,457,288株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24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 ％

24年３月期 15,184 5.2 2,005 △0.3 1,980 1.2 1,090 △13.5
23年３月期 14,430 22.3 2,011 356.0 1,956 ― 1,260 ―

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

24年３月期 39.71 ―
23年３月期 45.91 ―

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 27,865 21,582 77.5 786.04
23年３月期 27,130 20,974 77.3 763.88

(参考) 自己資本 24年３月期 21,582百万円 23年３月期 20,974百万円

２．平成25年３月期の個別業績予想（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) 7,800 0.1 880 △29.1 880 △31.7 550 △29.5 20.03

通 期 15,900 4.7 1,910 △4.8 1,790 △9.6 1,110 1.8 40.43

※ 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３ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を大きく受けたものの、緩やかながら回
復基調となってまいりました。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生産の回復や在庫調整の進展等に

より、工具需要は堅調に推移しましたが、全般に力強さに欠ける状況になっております。  
このような状況のもと、当社グループにおいては、「エポックディープレボリューションシリー

ズ」、「エポックディープＳＵＳシリーズ」等の新商品を中心に、積極的な営業展開を進めました結
果、当連結会計年度の業績は、売上高は171億１千３百万円(前連結会計年度比6.0％増)と増加しまし
た。このうち、国内向けの売上高は102億２千５百万円(同5.0％増)、海外売上高は68億８千８百万円
(同7.5％増)であります。利益面では、営業利益27億６千８百万円(同8.9％増)、経常利益26億３千４百
万円(同9.6％増)、当期純利益15億２千万円(同5.7％減)となりました。 
次期の見通しにつきましては、当社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、「日立ツールらしい」新商品の投入を図り、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、次期の連結業績予想は以下のとおりであります。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) 

 
  

(資産の部) 
受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加により、流動資産は前連結会計年度末に比べて６億８百万

円増加して181億７百万円となりました。また、固定資産は有形固定資産の増加により前連結会計年度
末に比べて６億１千万円増加して124億４千３百万円となりました。 
この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて12億１千９百万円増加

し、305億５千万円となりました。  
(負債の部) 
未払金の増加により、流動負債は前連結会計年度末に比べて２億２千７百万円増加して47億３千万円

となりました。固定負債は、退職給付引当金の増加により前連結会計年度末に比べて７千２百万円増加
し、19億５千６百万円となりました。 
この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて３億円増加し、66億８

千６百万円となりました。  
(純資産の部) 
利益剰余金の増加により純資産合計は、前連結会計年度末に比べて９億１千９百万円増加し、238億

６千４百万円となりました。 
結果として、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて0.1ポイント減少して78.1％となりました。

また、当連結会計年度末の１株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べて33.48円増加して869.15円
となりました。 
  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

売上高 17,000百万円 (前期比 0.7％減)

営業利益 2,420百万円 (前期比 12.6％減)

経常利益 2,180百万円 (前期比 17.3％減)

当期純利益 1,460百万円 (前期比 4.0％減)

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は124億円となり、前連結会
計年度末より３億２千２百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりで
あります。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動により得られた資金は、19億６千２百万円となり、前連結会計年度より19億１千６百万円減

少しました。これは主に、法人税等の支払額が増加したことによります。 
(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、18億４百万円となり、前連結会計年度より13億６千６百万円増加し

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによります。 
(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、４億６千６百万円となり、前連結会計年度より８千２百万円増加し

ました。これは、第２四半期連結会計期間末における１株当たり配当金を10円としたことにより配当金
の支払額が増加したためであります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
*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／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 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×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

3.営業キャッシュ・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.社債等の債務、有利子負債はありません。 

  

利益配分に関しましては、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに株主の皆様に対して安定的な配
当の維持及び適正な利益還元を基本としております。 
内部留保につきましては、技術革新に対応する開発投資を積極的に推進するとともに経営体質の効率

化・省力化のための投資等に活用し、企業体質と企業競争力の更なる強化に努めてまいります。  
配当に関しましては、収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、株主各位のご期待に沿うよう努めて

まいります。  
当期の１株当たり配当金は、中間期末10円(中間期につきましてはすでに実施しております。)、当期

末配当は、10円を予定しております。  
また、次期の１株当たり配当金につきましては、中間期末・期末とも10円、通期20円を予定しており

ます。  
  

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因は主要生産品
目がデジタル、ＩＴ関連を始めとして自動車、工作機械、航空機、一般産業分野等の広範囲な産業分野
で使用されるため、その需要は当社グループが販売している国、地域の全般的な経済状態の影響を受け
ます。 

  

②キャッシュ・フローの状況

平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 (％) 78.2 78.1

時価ベースの自己資本比率 (％) 85.0 75.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (％) ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ― ―

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当社グループは日立ツール株式会社(当社)及び販売子会社２社により構成されており、事業は産業用工具
(チップ、切削工具、その他)の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業となっております。 
当社グループは、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び「ドイ

ツ」の２つを報告セグメントとしております。 
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のと

おりであります。 
  

日本 
国内において当社が産業用工具(チップ、切削工具、その他)を製造し、国内及びアジア・欧米等への販売

を行っております。 
  

ドイツ 
主に欧州の販売拠点として、Hitachi Tool Engineering Europe GmbH(ドイツ)が担当し、事業活動を展開

しております。 
  

その他 
主に中国の販売拠点として、日立刀具(上海)有限公司(中国)が担当し、事業活動を展開しております。 
  
事業の系統図は、次のとおりであります。 

  
 

２．企業集団の状況
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当社グループは、「開発技術」と「堅実経営」を経営の基本とし、関連需要産業の要請に即応した事
業活動を通して、社会に貢献することを基本理念としています。また、株主・投資家・取引先・社員そ
して地域社会など、ステークホルダーの信頼と期待に応えるとともに環境にも考慮して共存共栄を図る
ことを行動指針としております。 
  

平成25年３月期を中期計画として、売上高220億円以上、営業利益65億円以上、一株当たり利益130円
以上を目標としておりましたが、経済情勢の変化等により現状では計画から大きく乖離する結果となっ
ております。 
以上の結果を踏まえ、経営環境が非常に不透明な中で、今後厳しい環境下においても確実な利益成長

を実現できる収益力を目指し、下記課題に着実に取り組んでまいります。 
  

当社グループは、「グローバルな開発技術を探求し続ける工具メーカー」を目指し、「開発技術の日
立ツール」を基本姿勢として平成25年３月期を目処に下記の通り中期計画を策定いたしました。 
(1)開発技術の探求 
 ・超高速加工技術(加工半減)で世界をリード  
 ・新規分野の拡大(部品加工、コート事業)  
 ・基礎研究の推進  
(2)高収益体質の確立(グローバル競争力の確立) 
 ・製品の精選(低収益品からの完全撤退)  
 ・スループット生産性向上  
(3)海外売上高比率50％達成 
 ・欧州・中国・アジアの拡大とローカルスタッフの育成 
 ・海外生産拠点の開拓 
(4)グローバルな人財育成と営業力の強化 
  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,851 3,307

受取手形及び売掛金 2,046 2,201

商品及び製品 1,408 1,901

仕掛品 468 529

原材料及び貯蔵品 362 567

関係会社キャッシュプール金 9,871 9,092

繰延税金資産 442 341

その他 89 197

貸倒引当金 △41 △32

流動資産合計 17,498 18,107

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,507 6,574

減価償却累計額 △3,786 △3,980

建物及び構築物（純額） 2,720 2,594

機械装置及び運搬具 20,984 22,494

減価償却累計額 △16,847 △17,654

機械装置及び運搬具（純額） 4,137 4,839

土地 3,257 3,257

建設仮勘定 182 298

その他 2,315 2,428

減価償却累計額 △2,090 △2,203

その他（純額） 224 225

有形固定資産合計 10,521 11,214

無形固定資産 110 96

投資その他の資産

投資有価証券 325 296

繰延税金資産 729 699

その他 146 137

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,200 1,132

固定資産合計 11,832 12,443

資産合計 29,331 30,550
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 620 650

未払金 534 1,224

未払費用 841 762

未払法人税等 880 482

未払消費税等 80 －

預り保証金 1,491 1,573

役員賞与引当金 32 9

その他 21 25

流動負債合計 4,502 4,730

固定負債

退職給付引当金 1,788 1,868

役員退職慰労引当金 60 52

その他 34 35

固定負債合計 1,884 1,956

負債合計 6,386 6,686

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 22,035

自己株式 △68 △69

株主資本合計 23,175 24,228

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 71 55

為替換算調整勘定 △301 △420

その他の包括利益累計額合計 △230 △364

純資産合計 22,945 23,864

負債純資産合計 29,331 30,550
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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)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 16,140 17,113

売上原価 9,291 9,942

売上総利益 6,849 7,171

販売費及び一般管理費

販売費 2,603 2,645

一般管理費 1,703 1,757

販売費及び一般管理費合計 4,307 4,403

営業利益 2,541 2,768

営業外収益

受取利息 43 47

受取配当金 1 1

特許料収入 34 32

固定資産売却益 91 25

スクラップ売却益 23 65

その他 65 65

営業外収益合計 259 237

営業外費用

売上割引 202 213

為替差損 94 86

固定資産除却損 16 4

その他 83 66

営業外費用合計 397 371

経常利益 2,404 2,634

特別利益

固定資産売却益 57 －

特別利益合計 57 －

特別損失

災害による支援費用 10 1

特別退職金 － 20

事業撤退損 － 29

特別損失合計 10 51

税金等調整前当期純利益 2,452 2,583

法人税、住民税及び事業税 973 916

法人税等調整額 △133 146

法人税等合計 839 1,063

少数株主損益調整前当期純利益 1,612 1,520

少数株主利益 － －

当期純利益 1,612 1,520
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 1,612 1,520

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14 △15

為替換算調整勘定 △118 △118

その他の包括利益合計 △133 △134

包括利益 1,479 1,386

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,479 1,386

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)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,455 1,455

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,455 1,455

資本剰余金

当期首残高 807 807

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

利益剰余金

当期首残高 19,753 20,981

当期変動額

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,612 1,520

当期変動額合計 1,228 1,053

当期末残高 20,981 22,035

自己株式

当期首残高 △68 △68

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 △68 △69

株主資本合計

当期首残高 21,946 23,175

当期変動額

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,612 1,520

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,228 1,053

当期末残高 23,175 24,228
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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 85 71

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △15

当期変動額合計 △14 △15

当期末残高 71 55

為替換算調整勘定

当期首残高 △182 △301

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △118

当期変動額合計 △118 △118

当期末残高 △301 △420

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △96 △230

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △134

当期変動額合計 △133 △134

当期末残高 △230 △364

純資産合計

当期首残高 21,850 22,945

当期変動額

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,612 1,520

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） △133 △134

当期変動額合計 1,095 919

当期末残高 22,945 23,864
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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 2,452 2,583

減価償却費 1,777 1,711

退職給付引当金の増減額（△は減少） 144 79

受取利息及び受取配当金 △44 △49

固定資産除却損 16 4

固定資産売却損益（△は益） △150 △25

売上債権の増減額（△は増加） △308 △239

たな卸資産の増減額（△は増加） △266 △783

仕入債務の増減額（△は減少） 139 30

特別退職金 － 20

その他 257 △98

小計 4,018 3,234

利息及び配当金の受取額 44 49

法人税等の支払額 △192 △1,303

法人税等の還付額 8 2

特別退職金の支払額 － △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,879 1,962

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 △620 △1,815

有形固定資産の売却による収入 207 36

無形固定資産の取得による支出 △38 △27

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

その他 15 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △438 △1,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △384 △466

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △384 △466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,977 △322

現金及び現金同等物の期首残高 9,745 12,722

現金及び現金同等物の期末残高 12,722 12,400
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該当事項はありません。 
  

(1)連結子会社     ２社 Hitachi Tool Engineering Europe GmbH 
                           日立刀具(上海)有限公司 

(2)非連結子会社       該当する会社はありません。 
(3)連結範囲の異動状況    該当する会社はありません。 

該当する会社はありません。 

連結子会社のうち、Hitachi Tool Engineering Europe GmbHの決算日は３月31日であり、親会社と同
一であります。 
また、日立刀具(上海)有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、

親会社の連結決算日における仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

①有価証券 
  その他有価証券 

 

②たな卸資産 
主として総平均法による原価法を採用しております。 
なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切り下げております。  

①有形固定資産(リース資産を除く) 
当社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用しております。 
ただし、当社が平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は、定額法によって

おります。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物及び構築物  ６～45年  機械装置及び運搬具  ４～10年 

②無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法を採用しております。 
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 
③リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

②役員賞与引当金 
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分

を計上しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.連結の範囲に関する事項

2.持分法の適用に関する事項

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

4.会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

時価のあるもの： 連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。

時価のないもの： 移動平均法による原価法を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

(3)重要な引当金の計上基準
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③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見込額に基づき計上し
ております。 
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 
④役員退職慰労引当金 

役員(理事を含む)の退職慰労金の支出に備えるため、当社は役員退職慰労金規則に基づく当連結
会計年度末要支給額を計上しております。 
当社は、平成20年５月27日開催の取締役会において取締役・監査役に対する退職慰労金制度の廃

止を決議し、平成20年６月20日開催の株主総会において取締役・監査役の実際の退任時に取締役会
で決議、又は監査役会の協議による金額を支払うことが決議されました。取締役・監査役について
は退職慰労金制度廃止日(平成20年６月20日)までの在任期間に対応する退職慰労金として、従来の
役員退職慰労金規則に基づいて当連結会計年度末における支給見込額を役員退職慰労引当金に計上
しております。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。 
なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

 消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能
な預金、関係会社キャッシュプール金(キャッシュプールシステム預け金)及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっております。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

前連結会計年度において、営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「スクラップ売却益」
については、営業外収益総額の100分の10を超えることとなったため、当連結会計年度より独立掲記す
ることとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替
えを行っております。 
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

89百万円は、「スクラップ売却益」23百万円、「その他」65百万円として組み替えております。 
  

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用してお
ります。 
  

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

5.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

未適用の会計基準等

表示方法の変更
 (連結損益計算書関係)

会計上の見積りの変更

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

 
  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結損益計算書関係)
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

荷造運搬費 142百万円 155百万円

販売手数料 213百万円 237百万円

給与及び手当 1,747百万円 1,855百万円

福利厚生費 403百万円 435百万円

旅費及び交通費 212百万円 238百万円

賃借料 300百万円 279百万円

減価償却費 190百万円 143百万円

役員賞与引当金繰入額 32百万円 9百万円

役員退職慰労引当金繰入額 8百万円 8百万円

貸倒引当金繰入額 9百万円 2百万円

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

995百万円 885百万円

3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

土地、建物及び構築物 29百万円 ―百万円

機械装置及び運搬具 119百万円 25百万円

その他 0百万円 ―百万円

     計 149百万円 25百万円

4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

土地、建物及び構築物 0百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 14百万円 3百万円

その他 1百万円 0百万円

     計 16百万円 4百万円

5.事業撤退損の内容は、次のとおりであります。

工場設計費他 ―百万円 26百万円

その他諸経費 ―百万円 3百万円

     計 ―百万円 29百万円

(連結包括利益計算書関係)

1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
その他有価証券評価差額金

当期発生額 △32百万円

組替調整額 ―百万円

 税効果調整前 △32百万円

 税効果額 16百万円

 その他有価証券評価差額金 △15百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 △118百万円

組替調整額 ―百万円

 税効果調整前 △118百万円

 税効果額 ―百万円

 為替換算調整勘定 △118百万円

その他の包括利益合計 △134百万円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    227株 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

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

 
  

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     76株 

  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 27,514,802 ― ― 27,514,802

2.自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 57,379 227 ― 57,606

3.新株予約権等に関する事項

4.配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 
定時株主総会

普通株式 192 7 平成22年３月31日 平成22年６月24日

平成22年10月25日 
取締役会

普通株式 192 7 平成22年９月30日 平成22年11月26日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 192 7 平成23年３月31日 平成23年６月24日

1.発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 27,514,802 ― ― 27,514,802

2.自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 57,606 76 ― 57,682

3.新株予約権等に関する事項

4.配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月23日 
定時株主総会

普通株式 192 7 平成23年３月31日 平成23年６月24日

平成23年10月26日 
取締役会

普通株式 274 10 平成23年９月30日 平成23年11月30日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 274 10 平成24年３月31日 平成24年６月22日
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 
  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

 当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。 
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合、又は30％
以上50％未満の場合はその状態が２年に渡り継続した場合には、減損処理を行っております。 

  
当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額8百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

 当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。 
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合、又は30％
以上50％未満の場合はその状態が２年に渡り継続した場合には、減損処理を行っております。 

  

当社グループはデリバティブ取引をまったく利用していないため、該当事項はありません。 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1.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
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金 2,851百万円 3,307百万円

関係会社キャッシュプール金 9,871百万円 9,092百万円

現金及び現金同等物 12,722百万円 12,400百万円

(リース取引関係)

(金融商品関係)

(有価証券関係)

1.その他有価証券

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 株式 300 182 117

 その他 ― ― ―

小計 300 182 117

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 16 20 △3

 その他 ― ― ―

小計 16 20 △3

合計 316 203 113

2.減損処理を行った有価証券

1.その他有価証券

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 株式 272 184 87

 その他 ― ― ―

小計 272 184 87

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 15 21 △6

 その他 ― ― ―

小計 15 21 △6

合計 287 206 81

2.減損処理を行った有価証券

(デリバティブ取引関係)
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当社は、確定拠出年金(企業型年金)制度、退職一時金制度及び総合設立方式の厚生年金基金制度を採用
しております。 
・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項 

 

  2.56％ (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
  2.68％ (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

  

 
(注) 厚生年金基金の代行部分は含めておりません。 

  

  

 
  

(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要

(1)制度全体の積立状況に関する事項
平成22年３月31日現在 平成23年３月31日現在

年金資産の額 108,492百万円 105,046百万円

年金財政計算上の給付債務の額 136,167百万円 132,729百万円

差引額 △27,675百万円 △27,683百万円

(2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

2.退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 退職給付債務 (百万円) △2,441 △2,563

(2) 年金資産 (百万円) ― ―

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) (百万円) △2,441 △2,563

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 (百万円) ― ―

(5) 未認識数理計算上の差異 (百万円) 652 694

(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額) (百万円) ― ―

(7) 連結貸借対照表計上純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)(百万円) △1,788 △1,868

(8) 前払年金費用 (百万円) ― ―

(9) 退職給付引当金(7)－(8) (百万円) △1,788 △1,868

3.退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(1) 勤務費用 (百万円) 132 129

(2) 利息費用 (百万円) 45 43

(3) 期待運用収益 (百万円) ― ―

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 (百万円) ― ―

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 (百万円) 58 57

(6) 小計(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) (百万円) 236 230

(7) 厚生年金基金拠出金 (百万円) 160 171

(8) 確定拠出年金制度への拠出金 (百万円) 42 42

(9) 割増退職金 (百万円) ― 20

(10) 合計(6)＋(7)＋(8)＋(9) (百万円) 439 464
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厚生年金基金の年金資産額は下記のとおりであります。 

 
  

   
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 
  

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 割引率 1.80％ 1.47％

(2) 期待運用収益率 ― ―

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ─ ─

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 ― ―

(6) 数理計算上の差異の処理年数 16年～19年 16年～19年

(各連結会計年度の発生

時における従業員の平

均残存勤務期間の年数

による定額法により按

分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度か

ら費用処理することと

しております。)

同左

5.厚生年金基金の年金資産に関する事項

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 年金資産額 (百万円) 2,777 2,815

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

繰延税金資産

 未払事業税 66百万円 24百万円

 役員退職慰労引当金 24百万円 19百万円

 未払賞与 214百万円 176百万円

 親睦団体剰余金 16百万円 11百万円

 退職給付引当金 727百万円 676百万円

 一括償却資産償却超過額 25百万円 28百万円

 たな卸資産(未実現) 89百万円 99百万円

 減損損失 34百万円 29百万円

 その他 111百万円 97百万円

繰延税金資産小計 1,311百万円 1,164百万円

評価性引当額 △78百万円 △71百万円

繰延税金資産合計 1,233百万円 1,092百万円

繰延税金負債

 特別償却準備金 △5百万円 △2百万円

 在外子会社の留保利益 △13百万円 △24百万円

その他有価証券評価差額金 △42百万円 △25百万円

繰延税金負債合計 △60百万円 △52百万円

繰延税金資産の純額 1,172百万円 1,040百万円

流動資産―繰延税金資産 442百万円 341百万円

固定資産―繰延税金資産 729百万円 699百万円
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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日
本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12
月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平
成24年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.7％か
ら、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは38.0％、平
成27年４月１日以降のものについては35.6％にそれぞれ変更されております。 
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が102百万円減少し、当連結会

計年度に計上された法人税等調整額が106百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加
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。 
  

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要な項目別の内訳
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％ 0.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0％ △0.0％

住民税均等割 0.9％ 0.8％

未実現利益税効果未認識額 △2.5％ ―

評価性引当額の減少 △0.7％ ―

在外子会社の留保利益 0.5％ 0.4％

在外子会社の税率差異 △2.6％ △3.0％

試験研究費特別税額控除 △3.4％ △2.7％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 ― 4.1％

その他 0.6％ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.2％ 41.2％

3.法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期決算短信 

21



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。 
当社及び連結子会社の事業は、産業用工具(チップ、切削工具、その他)の製造・販売並びにこれらの

付随業務の単一事業となっております。当社グループの販売体制は、国内においては当社が、海外にお
いては主に欧州をHitachi Tool Engineering Europe GmbH(ドイツ)が担当しております。現地法人はそ
れぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品についても各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を
展開しております。 
したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び

「ドイツ」の２つの報告セグメントとしております。 
  

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。 
報告セグメントの利益は、税金等調整前当期純利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収

益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(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。 

  

(セグメント情報等)
(セグメント情報)

1.報告セグメントの概要

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

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他(注) 合計

日本 ドイツ 計

売上高

  外部顧客への売上高 11,881 2,830 14,711 1,429 16,140

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,549 55 2,605 ― 2,605

計 14,430 2,885 17,316 1,429 18,745

セグメント利益 2,004 558 2,562 7 2,570

セグメント資産 27,130 2,268 29,398 635 30,033

セグメント負債 6,156 326 6,483 443 6,927

その他の項目

  減価償却費 1,763 13 1,776 0 1,777

 受取利息 37 5 43 0 43

 特別利益 57 ― 57 ― 57

 特別損失 10 ― 10 ― 10

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

698 13 712 5 718
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(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)

報告セグメント
その他(注) 合計

日本 ドイツ 計

売上高

  外部顧客への売上高 12,316 3,041 15,357 1,755 17,113

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,868 29 2,898 ― 2,898

計 15,184 3,071 18,256 1,755 20,012

セグメント利益 1,928 664 2,593 62 2,656

セグメント資産 27,865 2,659 30,525 845 31,370

セグメント負債 6,283 452 6,735 603 7,338

その他の項目

  減価償却費 1,699 11 1,711 0 1,711

 受取利息 39 7 46 0 47

 特別損失 51 ― 51 ― 51

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

2,385 17 2,402 0 2,403

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表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)
(単位：百万円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,316 18,256

「その他」の区分の売上高 1,429 1,755

セグメント間取引消去 △2,605 △2,898

連結財務諸表の売上高 16,140 17,113

(単位：百万円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 2,562 2,593

「その他」の区分の利益 7 62

セグメント間取引消去 △117 △73

連結財務諸表の税金等調整前当期純利益 2,452 2,583

(単位：百万円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 29,398 30,525

「その他」の区分の資産 635 845

セグメント間取引消去 △702 △819

連結財務諸表の資産合計 29,331 30,550

(単位：百万円)

負債 前連結会計年度 前連結会計年度

報告セグメント計 6,483 6,735

「その他」の区分の負債 443 603

セグメント間取引消去 △540 △652

連結財務諸表の負債合計 6,386 6,686

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期決算短信 

23



 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

 
(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。 

  

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。 

  

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

 
  

 
(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。 

  

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。 

  

 
  

(単位：百万円)

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 1,776 1,711 0 0 ― ― 1,777 1,711

受取利息 43 46 0 0 ― ― 43 47

特別利益 57 ― ― ― ― ― 57 ―

特別損失 10 51 ― ― ― ― 10 51

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

712 2,402 5 0 ― ― 718 2,403

(関連情報)

1.製品及びサービスごとの情報
(単位：百万円)

チップ 切削工具 その他 合計

外部顧客への売上高 6,600 8,534 1,005 16,140

2.地域ごとの情報
(1)売上高

(単位：百万円)

日本 ドイツ 中国
アジア

(中国除く)
欧州

(ドイツ除く)
その他 合計

9,734 1,711 1,620 1,687 1,151 234 16,140

(2)有形固定資産

3.主要な顧客ごとの情報
(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ＮａＩＴＯ 2,008 日本

1.製品及びサービスごとの情報
(単位：百万円)

チップ 切削工具 その他 合計

外部顧客への売上高 6,762 9,292 1,059 17,113

2.地域ごとの情報
(1)売上高

(単位：百万円)

日本 ドイツ 中国
アジア

(中国除く)
欧州

(ドイツ除く)
その他 合計

10,225 1,879 1,769 1,776 1,176 287 17,113

(2)有形固定資産

3.主要な顧客ごとの情報
(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社ＮａＩＴＯ 2,034 日本
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 
  

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 
  

 
(注) 1.資金の融通の利率については、市場金利を勘案して決定しております。 

2.資金の集中管理 

 平成11年度より資金の集中管理を目的とした日立金属グループキャッシュプールシステムに加入しており、期

末残高はその預け金であり、関係会社キャッシュプール金として表示しております。 

  
(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 
  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会
社の子会社等 
該当事項はありません。 

  
(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

株式会社日立製作所(上場証券取引所：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク) 
日立金属株式会社 (上場証券取引所：東京、大阪) 

  

該当事項はありません。 
  

(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)

(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)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金 

(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)

割合 
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
日立金属 

株式会社

東京都 

港区
26,283 製造業

(被所有) 

直接 51.1 

間接  0.4

当社製品の販売先、

同社製品の購入及び

資金の融通 

役員の兼任 １名 

   転籍 ３名

資金の集中

管理 

  

  

利息の受取 

(注)1、2

2,477

37

関係会社

キャッシ

ュプール

金

―

9,871

―

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報

(2)重要な関連会社の要約財務情報
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 
  

 
(注) 1.資金の融通の利率については、市場金利を勘案して決定しております。 

2.資金の集中管理 

 平成11年度より資金の集中管理を目的とした日立金属グループキャッシュプールシステムに加入しており、期

末残高はその預け金であり、関係会社キャッシュプール金として表示しております。 

  
(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 
  

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会
社の子会社等 
該当事項はありません。 

  
(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

株式会社日立製作所(上場証券取引所：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ニューヨーク) 
日立金属株式会社 (上場証券取引所：東京、大阪) 

  

該当事項はありません。 
  

1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金 

(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)

割合 
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
日立金属 

株式会社

東京都 

港区
26,283 製造業

(被所有) 

直接 51.1 

間接  0.4

当社製品の販売先、

同社製品の購入及び

資金の融通 

役員の兼任 １名 

   転籍 ３名

資金の集中

管理 

  

  

利息の受取 

(注)1、2

778

39

関係会社

キャッシ

ュプール

金

―

9,092

―

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報

(2)重要な関連会社の要約財務情報
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１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
  

 
  

 
  

該当事項はありません。 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 835.67円 １株当たり純資産額 869.15円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 58.75円 １株当たり当期純利益金額 55.37円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純利益 1,612百万円

普通株式に係る当期純利益 1,612百万円

普通株式に帰属しない金額の内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 27,457,288株

(算定上の基礎)

連結損益計算書上の当期純利益 1,520百万円

普通株式に係る当期純利益 1,520百万円

普通株式に帰属しない金額の内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 27,457,162株

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,285 1,410

受取手形 7 8

売掛金 1,938 2,023

商品及び製品 893 1,273

仕掛品 468 529

原材料及び貯蔵品 365 570

前払費用 15 33

未収入金 64 185

関係会社キャッシュプール金 9,871 9,092

繰延税金資産 364 261

その他 3 5

貸倒引当金 △22 △17

流動資産合計 15,255 15,377

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期決算短信 

28



(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

固定資産

有形固定資産

建物 6,038 6,105

減価償却累計額 △3,398 △3,575

建物（純額） 2,640 2,530

構築物 468 468

減価償却累計額 △388 △404

構築物（純額） 80 64

機械及び装置 20,964 22,473

減価償却累計額 △16,828 △17,634

機械及び装置（純額） 4,135 4,839

車両運搬具 20 20

減価償却累計額 △19 △19

車両運搬具（純額） 1 0

工具、器具及び備品 2,236 2,343

減価償却累計額 △2,039 △2,148

工具、器具及び備品（純額） 197 195

土地 3,257 3,257

建設仮勘定 176 298

有形固定資産合計 10,489 11,184

無形固定資産

電話加入権 23 23

その他 83 68

無形固定資産合計 107 91

投資その他の資産

投資有価証券 325 296

関係会社株式 83 83

長期前払費用 19 16

差入保証金 89 81

繰延税金資産 729 699

その他 32 35

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,278 1,210

固定資産合計 11,875 12,487

資産合計 27,130 27,865
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 619 624

未払金 501 1,185

未払費用 753 667

未払法人税等 813 296

未払消費税等 80 －

前受金 1 1

預り金 20 24

預り保証金 1,450 1,517

役員賞与引当金 32 9

流動負債合計 4,272 4,326

固定負債

退職給付引当金 1,788 1,868

役員退職慰労引当金 60 52

その他 34 35

固定負債合計 1,884 1,956

負債合計 6,156 6,283

純資産の部

株主資本

資本金 1,455 1,455

資本剰余金

資本準備金 807 807

資本剰余金合計 807 807

利益剰余金

利益準備金 363 363

その他利益剰余金

特別償却準備金 7 3

別途積立金 15,835 15,835

繰越利益剰余金 2,502 3,130

利益剰余金合計 18,709 19,333

自己株式 △68 △69

株主資本合計 20,902 21,526

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 71 55

評価・換算差額等合計 71 55

純資産合計 20,974 21,582

負債純資産合計 27,130 27,865
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 14,430 15,184

売上原価

製品期首たな卸高 737 893

当期製品製造原価 8,854 9,836

当期製品仕入高 499 446

合計 10,090 11,177

製品期末たな卸高 893 1,273

製品他勘定振替高 5 －

売上原価合計 9,191 9,903

売上総利益 5,239 5,281

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 115 127

販売手数料 208 229

広告宣伝費 97 72

役員報酬 103 72

給料及び手当 1,168 1,258

福利厚生費 276 295

退職給付費用 130 128

役員賞与引当金繰入額 32 9

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

交際費 19 23

旅費及び交通費 158 177

通信費 46 53

租税公課 4 5

減価償却費 176 130

賃借料 201 179

貸倒引当金繰入額 0 －

その他 478 502

販売費及び一般管理費合計 3,227 3,276

営業利益 2,011 2,005
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業外収益

受取利息 37 39

受取配当金 56 78

特許料収入 34 32

固定資産売却益 91 25

スクラップ売却益 23 65

その他 40 44

営業外収益合計 285 286

営業外費用

売上割引 218 231

為替差損 25 13

固定資産除却損 16 4

その他 79 62

営業外費用合計 340 311

経常利益 1,956 1,980

特別利益

固定資産売却益 57 －

特別利益合計 57 －

特別損失

災害による支援費用 10 1

特別退職金 － 20

事業撤退損 － 29

特別損失合計 10 51

税引前当期純利益 2,004 1,928

法人税、住民税及び事業税 799 688

法人税等調整額 △55 149

法人税等合計 743 838

当期純利益 1,260 1,090
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,455 1,455

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,455 1,455

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 807 807

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

資本剰余金合計

当期首残高 807 807

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 807 807

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 363 363

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 363 363

その他利益剰余金

特別償却準備金

当期首残高 15 7

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △7 △4

当期変動額合計 △7 △4

当期末残高 7 3

別途積立金

当期首残高 15,835 15,835

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,835 15,835

繰越利益剰余金

当期首残高 1,619 2,502

当期変動額

特別償却準備金の取崩 7 4

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,260 1,090

当期変動額合計 883 628

当期末残高 2,502 3,130

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期決算短信 

33



(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 17,833 18,709

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,260 1,090

当期変動額合計 876 623

当期末残高 18,709 19,333

自己株式

当期首残高 △68 △68

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 △68 △69

株主資本合計

当期首残高 20,026 20,902

当期変動額

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,260 1,090

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 876 623

当期末残高 20,902 21,526

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 85 71

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △15

当期変動額合計 △14 △15

当期末残高 71 55

評価・換算差額等合計

当期首残高 85 71

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △15

当期変動額合計 △14 △15

当期末残高 71 55

純資産合計

当期首残高 20,112 20,974

当期変動額

剰余金の配当 △384 △466

当期純利益 1,260 1,090

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） △14 △15

当期変動額合計 861 608

当期末残高 20,974 21,582
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該当事項はありません。 
  

①子会社株式 
移動平均法による原価法を採用しております。 

②その他有価証券 
 

総平均法による原価法を採用しております。 
なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価額を切り下げております。  

①有形固定資産(リース資産を除く) 
定率法を採用しております。 
ただし、当社が平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は、定額法によって

おります。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物 ６～45年  機械及び装置 ４～10年  工具、器具及び備品 ２～20年 

②無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法を採用しております。 
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 
③リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
②役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。 

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額に基づき計上しておりま

す。 
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 
④役員退職慰労引当金 

役員(理事を含む)の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく当事業年度末
要支給額を計上しております。 
当社は、平成20年５月27日開催の取締役会において取締役・監査役に対する退職慰労金制度の廃

止を決議し、平成20年６月20日開催の株主総会において取締役・監査役の実際の退任時に取締役会
で決議、又は監査役会の協議による金額を支払うことが決議されました。取締役・監査役について
は退職慰労金制度廃止日(平成20年６月20日)までの在任期間に対応する退職慰労金として、従来の
役員退職慰労金規則に基づいて当事業年度末における支給見込額を役員退職慰労引当金に計上して
おります。 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。 

消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの： 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの： 移動平均法による原価法を採用しております。

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

3.固定資産の減価償却の方法

4.引当金の計上基準

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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該当事項はありません。 
  

前事業年度において、営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「スクラップ売却益」につ
いては、営業外収益総額の100分の10を超えることとなったため、当事業年度より独立掲記することと
しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っておりま
す。 
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた64百万円

は、「スクラップ売却益」23百万円、「その他」40百万円として組み替えております。 
  

該当事項はありません。 
  

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂
正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しておりま
す。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

表示方法の変更
 (損益計算書関係)

会計上の見積りの変更

追加情報

（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売掛金 533百万円 598百万円

(損益計算書関係)
前事業年度

(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売上高 2,993百万円 3,358百万円

受取利息 37百万円 39百万円

受取配当金 55百万円 76百万円

2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
995百万円 885百万円

3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
土地、建物 29百万円 ―百万円

構築物 0百万円 ―百万円

機械及び装置 119百万円 25百万円

工具、器具及び備品 0百万円 ―百万円

     計 149百万円 25百万円

4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
建物 0百万円 0百万円

機械及び装置 14百万円 3百万円

車両運搬具 0百万円 ―百万円

工具、器具及び備品 1百万円 0百万円

     計 16百万円 4百万円

5.事業撤退損の内容は、次のとおりであります。
工場設計費他 ―百万円 26百万円

その他諸経費 ―百万円 3百万円

     計 ―百万円 29百万円
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前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    227株 

  
当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     76株 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 
  

前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び当事業年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

1.自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 57,379 227 ― 57,606

1.自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 57,606 76 ― 57,682

(リース取引関係)

(有価証券関係)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

繰延税金資産

 未払事業税 66百万円 24百万円

 役員退職慰労引当金 24百万円 19百万円

 未払賞与 214百万円 174百万円

 親睦団体剰余金 16百万円 11百万円

 退職給付引当金 727百万円 676百万円

 一括償却資産償却超過額 25百万円 28百万円

 減損損失 34百万円 29百万円

 その他 109百万円 95百万円

繰延税金資産小計 1,219百万円 1,059百万円

評価性引当額 △78百万円 △71百万円

繰延税金資産合計 1,141百万円 988百万円

繰延税金負債

特別償却準備金 △5百万円 △2百万円

 その他有価証券評価差額金 △42百万円 △25百万円

繰延税金負債合計 △47百万円 △27百万円

繰延税金資産の純額 1,093百万円 960百万円
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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日
本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12
月２日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24
年４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.7％から、回収又
は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは38.0％、平成27年４月
１日以降のものについては35.6％にそれぞれ変更されております。 
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が102百万円減少し、当事業年

度に計上された法人税等調整額が106百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加して
おります。 

  

該当事項はありません。 
  

 １株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

 
  

該当事項はありません。 
  

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要な項目別の内訳
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度 

(平成24年３月31日)

法定実効税率 40.7％ 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％ 0.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.1％ △1.6％

住民税均等割等 1.1％ 1.1％

評価性引当額の減少 △0.8％ ―

試験研究費特別税額控除 △4.1％ △3.6％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 ― 5.5％

その他 0.4％ 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.1％ 43.5％

3.法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

(資産除去債務関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 763.88円 １株当たり純資産額 786.04円

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 
１株当たり当期純利益金額 45.91円

 
 
１株当たり当期純利益金額 39.71円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(算定上の基礎)

損益計算書上の当期純利益 1,260百万円

普通株式に係る当期純利益 1,260百万円

普通株式に帰属しない金額の内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 27,457,288株

(算定上の基礎)

損益計算書上の当期純利益 1,090百万円

普通株式に係る当期純利益 1,090百万円

普通株式に帰属しない金額の内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 27,457,162株

(重要な後発事象)
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(注) 金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 金額は販売価格で表示しており消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

1.生産実績
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

チップ 6,119 6,373

切削工具 8,191 8,907

その他 1,003 1,030

計 15,314 16,311

2.受注実績
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

チップ 6,706 6,632

切削工具 8,685 9,348

その他 1,011 1,053

計 16,403 17,034

3.販売実績
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

チップ 6,600 6,762

切削工具 8,534 9,292

その他 1,005 1,059

計 16,140 17,113

日立ツール(株) (5963) 平成24年3月期決算短信 

39



  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

（２）役員の異動(平成24年６月21日付予定)

1.新任取締役候補

                   現 職

社外取締役
ひらき   あきとし

平木 明敏 (日立金属株式会社 高級金属カンパニー プレジデント)

取締役(営業担当)
こいずみ  としお

小泉 敏男 (金型・部品営業統括部長)

2.退任取締役

取締役
あいもと  かずさだ

相本 和貞 (国内営業担当)

取締役
なかむら  まさあき

中村 正明 (日立金属株式会社 執行役)

3.新任監査役候補

監査役
ちごの   ゆたか

児野 裕 (社長付)

4.退任監査役

社外監査役
いしげ   しげる

石毛 秀

5.昇格予定

常務取締役
のだ    おさむ

野田 修 (取締役 技術・製造担当、野洲工場長)
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