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１．2016年3月期の連結業績（2015年4月1日～2016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 税引前当期純利益 
当社株主に帰属する 

当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2016年3月期 423,623 2.1 64,676 △10.1 61,492 △10.1 41,615 △8.1
2015年3月期 414,718 8.2 71,905 30.9 68,394 20.0 45,307 17.8

（注） 包括利益 2016年 3月期 9,955百万円（△84.1％）、2015年 3月期 62,655百万円（△14.1％） 

１株当たり当社株主に 
帰属する当期純利益 

希薄化後 
１株当たり当社株主に
帰属する当期純利益

株主資本当社株主に
帰属する当期純利益率

総 資 産 
税引前当期純利益率 

売 上 高 
営業利益率 

円   銭 円   銭 ％ ％ ％

2016年3月期 306.59 306.58 8.6 10.9 15.3
2015年3月期 333.79 - 9.8 12.5 17.3

（参考）持分法投資損益 2016年 3月期 -百万円 2015年 3月期 -百万円 

（２）連結財政状態 

総 資 産 
資本合計 
（純資産） 

株主資本 株主資本比率 
１株当たり 
株主資本 

百万円 百万円 百万円 ％ 円   銭

2016年3月期 558,024 483,370 479,752 86.0 3,534.52
2015年3月期 575,328 489,585 486,021 84.5 3,580.66

（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

2016年3月期 34,188 △6,573 △18,719 99,915
2015年3月期 35,894 △20,096 △12,017 94,529

２．配当の状況 

年間配当金 配当金総額 
（合計） 

配当性向 
（連結） 

株主資本配当率
（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 ％ ％

2015年3月期 - 18.00 - 100.00 118.00 16,017 35.4 3.5
2016年3月期 - 18.00 - 83.00 101.00 13,709 32.9 2.8

2017年3月期(予想) - 18.00 - - - - 

（注）2017 年 3 月期期末および年間配当金予想額については未定です。詳細は、「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他

特記事項」をご覧ください。 

３．2017年3月期の連結業績予想（2016年4月1日～2017年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売 上 高 営業利益 税引前当期純利益
当社株主に 

帰属する当期純利益 
１株当たり当社株主に

帰属する当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

第２四半期(累計) 195,000 △10.2 30,500 △11.7 30,500 △1.1 21,100 △1.8 155.45
通  期 400,000 △5.6 60,000 △7.2 60,000 △2.4 41,500 △0.3 305.75



※ 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 
 
 
（２）会計方針の変更 

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 

 （注）詳細は、添付資料P12（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）をご覧下さい。 

 
 
（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) 2016年3月期 140,008,760株 2015年3月期 140,008,760株

② 期末自己株式数 2016年3月期 4,275,499株 2015年3月期 4,273,892株

③ 期中平均株式数 2016年3月期 135,734,118株 2015年3月期 135,736,215株

 

 

（参考）個別業績の概要 
 

2016年 3月期の個別業績（2015年 4月1日～2016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 ％

2016年3月期 169,180 0.1 18,492 △14.1 32,499 9.1 23,556 2.7
2015年3月期 169,083 16.4 21,538 △4.9 29,793 △21.9 22,940 △18.6
 

 
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  

2016年3月期 173.55 173.54  
2015年3月期 169.00 -  
 
（２）個別財政状態 

 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

2016年3月期 282,038 254,963 90.4 1,878.41
2015年3月期 282,070 250,730 88.9 1,847.20

（参考）自己資本 2016年3月期 254,963百万円 2015年3月期 250,730百万円 

 
、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。ま
た、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「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 ②今後の見通し」をご覧ください。 

・当社は、年間配当金 18 円を下限とし、連結配当性向 30％以上とすることを利益配分の基本方針としていま
す。ただし特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の連結当社株主に帰属する当期純利益を基に
配当額を決定いたします。 
この方針に従い、2017 年 4 月開催の取締役会において、連結配当性向が 30％以上となるように配当額を決定
し、同年6月開催の定時株主総会に諮る予定です。 
＊連結配当性向＝1株当たり年間配当金÷1株当たり連結当社株主に帰属する当期純利益（特殊要因控除後）×100 
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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当期の経営成績 

当期の経済情勢を見ますと、西欧では主要国を中心に景気は堅調に推移しましたが、ロシアでは原油安

やルーブル安の影響などにより、景気の停滞が続きました。米国では個人消費や住宅投資の底堅さを背

景に景気は緩やかに拡大しました。アジアでは中国経済の減速とそれに伴う周辺国経済の停滞が続きま

した。日本においては、企業業績や雇用環境の改善が見られたものの、個人消費の低迷により、景気の

回復に陰りが見られました。 

このような情勢の中で当社グループは、開発面では、高容量のリチウムイオンバッテリ製品や、ブラシ

レスモータを搭載し小型・高出力を実現した充電式工具を中心に新製品を積極的に拡充しました。生産

面では、海外工場において現地調達比率を高めながらコストダウン強化を推し進めるとともに、各工場

において品質の安定性と生産性向上を図るため、省人化設備の導入に取り組みました。営業面では、国

内において全国 114 カ所の拠点網を基盤としたきめ細かな営業活動に継続して取り組んだほか、海外に

おいては国や地域ごとの異なるニーズに豊富な製品群から 適な製品・サービスを提供することを通じ

てマキタブランドの浸透を図るとともに、2015 年 10 月には南米ボリビア、2016 年 1 月にはバルト三国

のラトビア、同年 3 月にはロシア南部のクラスノダールにそれぞれ新たな営業・サービス拠点を開設す

るなど、お客様に密着した販売・アフターサービス体制の維持・向上に努めました。 

当期の当社グループの連結業績は、国内外における販売が概ね堅調であったことから、売上高は前期比

2.1％増の 423,623 百万円となり、6 期連続の増収で過去 高を更新しました。利益面においては、為替

の影響などにより原価率が悪化し、営業利益は前期比 10.1％減の 64,676 百万円（営業利益率 15.3％）

となりました。税金等調整前当期純利益は前期比 10.1％減の 61,492 百万円（税金等調整前当期純利益率

14.5％）、当社株主に帰属する当期純利益は同 8.1％減の 41,615 百万円（当社株主に帰属する当期純利益

率9.8％）となりました。 

 

地域別の売上高については、次のとおりです。 

国内は、リチウムイオンバッテリ製品群の一層の拡充をはじめ、新製品の投入を積極的に進めたことな

どから前期比1.0%増を確保し、68,445百万円となりました。 

欧州は、各国での販売が概ね堅調であったものの、ロシア向けの販売が落ち込み、また前期に比べ為替

相場がユーロに対し円高で推移したことから前期比0.7%減の173,987百万円となりました。 

北米は、米国の景気拡大を背景に電動工具需要が堅調であったことに加え、前期に比べ為替相場が円安

基調で推移したことなどから前期比18.5%増の67,759百万円となりました。 

アジアは、中国経済の減速の影響により需要が低迷した国もありましたが、ベトナムなどで販売が堅調

に推移し、また為替相場が円安基調となったことから前期比4.5%増の41,443百万円となりました。 

その他地域では、中南米では、メキシコなど米国経済の影響を受けた地域において需要が増加しまし

たが、ブラジル市場の停滞や円高現地通貨安の影響もあり、前期比 13.7%減の 26,149 百万円となりまし

た。オセアニアは販売が堅調に推移し前期比 3.8%増の 24,653 百万円となりました。中近東・アフリカは

原油安や政情不安の影響等もありましたが、円安現地通貨高となったことなどから前期比 1.5%増の

21,187百万円となりました。 

 

②今後の見通し 

今後の見通しにつきましては、先進国においては需要の大幅な伸びは期待しにくく、企業間競争の激化

が見込まれます。さらに、新興諸国については、中国、ロシア、ブラジルにおける需要環境が大きく好

転することは想定し難いものと考えられます。また、為替相場の動向や国際政治情勢は予断を許さず、

当社グループを取り巻く経営環境は、依然厳しい状況が続くものと思われます。 

 

次期につきましては、 

・ 日本において住宅着工件数の大幅な増加は期待しにくい。 

・ 経済が堅調な米国・西欧において電動工具の需要増が期待されるものの競争激化が見込まれる。 

・ ロシア・ブラジル経済の急速な回復は期待しにくい。 

・ 新興諸国は不透明な政治情勢や不安定な資源価格等に起因する経済活動の停滞により、電動工
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具の需要増は期待しにくい。 

といった経営環境を前提に、当社グループは、 

・ 環境に優しい電動工具や園芸用機器の研究開発力・製品開発力を高める。 

・ 二極化する先進国・新興国の各市場ニーズに合致した製品開発を推進する。 

・ グローバルな生産体制を充実させるとともに生産・調達・物流機能の効率化を図る。 

・ きめ細かな顧客ニーズへの対応、アフターサービスの強化により営業力・ブランド力向上に努める。 

などの施策を推し進めることにより、次期の業績を次のように予想しております。 

 

2017年3月期の業績予想                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 営業利益 税引前当期純利益 
当社株主に帰属する

当期純利益 

第2四半期累計期間 195,000 30,500 30,500 21,100 

通   期 400,000 60,000 60,000 41,500 

（前提条件）通期想定為替レート １米ドル＝110円、１ユーロ＝120円 

（参考）  2016年3月期実績レート １米ドル＝120.2円、１ユーロ＝132.6円 

なお、本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断

したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際

の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、資本の状況 

当期末の資産合計は、前期末に比べ 17,304 百万円減少し、558,024 百万円となりました。主な要因は、

短期投資および投資が減少したことによるものです。 

負債合計は、前期末に比べ 11,089 百万円減少し、74,654 百万円となりました。主な要因は、支払手形

及び買掛金および長期繰延税金負債が減少したことによるものです。 

資本合計は、前期末に比べ 6,215 百万円減少し、483,370 百万円となりました。主な要因は、為替換算

調整額の変動によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ 5,386 百万円増加し、

99,915百万円となりました。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ 1,706 百万円減少し、34,188 百万円（前期 35,894 百万

円）となりました。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は、売却可能有価証券の売却をしたことなどから、前期に比べ 13,523 百万円

減少し、6,573百万円（前期20,096百万円）となりました。 

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前期に比べ 11,817 百万円増加し、27,615 百万円（前期

15,798百万円）となりました。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は、短期借入の返済や配当金の支払額が増加したことなどから、前期に比べ

6,702百万円増加し、18,719百万円（前期12,017百万円）となりました。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 

売上高営業利益率    16.4％    14.7％    14.3％    17.3％     15.3％

株主資本比率    83.8％    84.7％    84.0％    84.5％     86.0％

時価ベースの株主資本比率   117.6％   131.6％   148.3％   147.2％     169.8％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率     0.3年     0.0年     0.1年     0.1年     0.1年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ    43.5倍   219.2倍   213.8倍   236.1倍   294.7倍 

売上高営業利益率：営業利益／売上高 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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／営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊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。 

＊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、年間配当金 18 円を下限とし、連結配当性向 30％以上とすることを利益配分の基本方針としてお

ります。ただし特殊要因がある場合には、これを加減算した調整後の当社株主に帰属する当期純利益を基に

配当額を決定いたします。また、自己株式の取得については、機動的な資本政策の遂行と資本効率の向上を

通じた株主利益の増加を図るため、株価動向等を考慮した上で検討してまいります。 

  内部留保資金については、いかなる経営環境の変化にも耐えられる財務体質を維持しながら、グローバル

に事業を展開する上での戦略的投資に充当する所存です。 

  

配当金につきましては、次のように予想しております。 

 1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 1株当たり年間配当金 

2016年3月期(当期) 18円(実績) 83円（注1） 101円（注1） 

2017年3月期(次期) 18円 （注2） （注2） 

(注)1. 当期においては、当社が保有するシャープ株式会社の株式の評価損を計上しております。配当額決定

の際には、その税引き後の影響額約38億円を特殊要因として当社株主に帰属する当期純利益に加算し

ております。 

2. 2017 年 4 月開催の取締役会において上記記載の利益配分に関する基本方針に従い、連結配当性向(※)

が 30％以上となるように配当額を決定し、同年 6 月開催の定時株主総会に諮る予定です。ただし特殊

要因がある場合には、これを加減算した調整後の当社株主に帰属する当期純利益を基に配当額を決定

いたします。 

※連結配当性向＝１株当たり年間配当金÷１株当たり当社株主に帰属する連結当期純利益（特殊要因控除後）×100 
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顧 客 

２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社 51 社の合計 52 社で構成されており、電動工具の製造・販売を主な

事業としております。 

事業の系統図は次のとおりです。 

海外販売子会社 40 社 

 

＋ 

マキタ U.S.A. Inc. 

マキタ・カナダ Inc. 

マキタ （U. K.） Ltd. 

マキタ・フランス SAS 

マキタ・ネーデルラント B. V. 
（オランダ） 

S.A. マキタ N.V. （ベルギー） 

マキタ S. p. A. （イタリア） 

マキタ・ヴェルクツォイク G.m.b.H. 
（ドイツ） 

マキタ・ヴェルクツォイク G.m.b.H. 
（オーストリア） 

マキタ Sp. z o.o. （ポーランド） 

マキタ S. A. （スペイン） 

マキタ Oy （フィンランド） 

マキタ・オーストラリア Pty. Ltd. 

マキタ・ガルフ FZE （UAE） 

その他 26 社 

牧田（中国）有限公司 

マキタ・ド・ブラジル 
Ltda. 

マキタ・インターナショナル・ヨーロッパ Ltd. （英国） 
＜欧州統括会社＞ 

マキタ・ヨーロッパ N.V. （ベルギー） 
＜欧州営業統括会社＞

日 本 

その他  子会社      1 社 

海外生産販売子会社 2 社 

海外生産子会社 6 社 

海外のその他の子会社 2 社 

製品の供給 部品の供給

マキタ・ 
コーポレーション・ 
オブ・アメリカ 

マキタ・ 
マニュファクチュアリング・
ヨーロッパ Ltd. 
（英国） 

マキタ EU S.R.L. 
（ルーマニア） 

マキタ・エンジニアリング・
ジャーマニー G.m.b.H. 
 （ドイツ） 

牧田（昆山）有限公司 

マキタ・ 
マニュファクチュアリング・
タイ Co. , Ltd.

当   社 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、人の暮らしと住まい作りに役立つ工具の国際的総合サプライヤーとして業界において

確固たる地位を確保することを目指しております。これを実現するための経営姿勢／品質方針として「社

会と共に生きる経営」、「お客さまを大切にする経営」、「堅実かつ積極的な経営」、「質実剛健の社風を大切

にし、一人一人の能力を活かす経営」を掲げ、健全な収益体制により株主、ユーザー、地域社会、従業員

などと共に永続的発展を図ることを経営方針としております。 

（２）目標とする経営指標 

 当社グループは、連結経営の持続的な発展を達成し高収益体制を確立することにより企業価値を向上さ

せることができると考えております。具体的な数値目標としましては、連結売上高営業利益率10％以上を

安定的に維持することを掲げております。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、プロユーザー満足度の高い新製品開発、高品質とコスト競争力を両立させたグローバ

ルな生産体制、国内および海外各地域における業界No.1の販売・アフターサービス体制を維持することに

より、他社の追随を許さない高いブランド力を構築し「Ｓｔｒｏｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ」の実現、すなわち世

界各地域におけるプロ用電動工具をはじめ、エア工具、園芸用機器など工具の国際的総合サプライヤーと

してトップシェアの維持・獲得を目指しております。 

  この経営戦略を実行するために、為替リスクやカントリーリスクをはじめ予期せぬ経営環境の変化に耐

えうる強固な財務体質を維持すると共に、プロ用工具分野を中心に経営資源を集中しております。 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、作業環境・地球環境に優しい電動工具や園芸用機器等に関する研究開発力・製品開発

力の強化、小型エンジンの技術開発力の強化、需要環境の変化に対応したグローバル生産体制の体質強化、

さらにはプロユーザーへの営業活動を強化すると共に業界No.1の販売・アフターサービス体制の維持・充

実に積極的に取り組むことにより、企業価値の向上を目指します。  

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社グループは、米国会計基準を採用しております。ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきまし

ては、国内外の動向等を踏まえ検討していきます。 
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５．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

区分
構成比
(％)

構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び現金同等物 94,529 99,915

　２　定期預金 15,283 15,545

　３　短期投資 56,076 48,263

　４　受取手形及び売掛金

　　　　受取手形 1,315 1,079

　　　　売掛金 64,642 64,309

　　　　貸倒引当金 △ 998 64,959 △ 1,173 64,215

　５　棚卸資産 175,186 178,791

　６　繰延税金資産 6,296 5,454

　７　その他の流動資産 16,782 15,390

　　　流動資産合計 429,111 74.6 427,573 76.6

Ⅱ　有形固定資産

　１　土地 23,104 22,436

　２　建物及び構築物 96,202 94,704

　３　機械装置及び備品 91,353 91,365

　４　建設仮勘定 3,237 2,662

213,896 211,167

　５　減価償却累計額 △ 118,084 △ 118,344

　　　有形固定資産合計 95,812 16.7 92,823 16.6

Ⅲ　投資その他の資産

　１　投資 31,395 21,872

　２　のれん 721 721

　３　その他の無形固定資産（純額） 4,563 4,107

　４　繰延税金資産 629 610

　５　その他の資産 13,097 10,318

　　　投資その他の資産合計 50,405 8.7 37,628 6.8

　　　資産合計 575,328 100.0 558,024 100.0

当連結会計年度
(2016年3月31日)

前連結会計年度
(2015年3月31日)

金額(百万円)金額(百万円)
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区分
構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　短期借入金 4,647 2,195

　２　支払手形及び買掛金 25,124 20,620

　３　未払金 6,140 6,521

　４　未払費用 10,594 9,350

　５　未払給与及び賞与 9,568 9,143

　６　未払法人税等 5,353 4,440

　７　繰延税金負債 1,529 3,084

　８　その他の流動負債 7,911 9,545

　　　流動負債合計 70,866 12.3 64,898 11.6

Ⅱ　固定負債

　１　長期債務 383 30

　２　退職給付引当金 3,701 3,271

　３　繰延税金負債 9,521 4,974

　４　その他の負債 1,272 1,481

　　　固定負債合計 14,877 2.6 9,756 1.8

　　　負債合計 85,743 14.9 74,654 13.4

(資本の部)

Ⅰ　当社株主の資本

　１　資本金 23,805 23,805

　２　資本剰余金 45,421 45,456

　３　利益剰余金

　　　　利益準備金 5,669 5,669

　　　　その他の利益剰余金 399,874 425,473

　４　その他の包括利益（△損失）累計額 22,842 △ 9,049

　５　自己株式、取得原価 △ 11,590 △ 11,602

　　　当社株主の資本合計 486,021 84.5 479,752 86.0

Ⅱ　非支配持分 3,564 0.6 3,618 0.6

　　　資本合計 489,585 85.1 483,370 86.6

　　　負債及び資本合計 575,328 100.0 558,024 100.0

当連結会計年度
(2016年3月31日)

前連結会計年度
(2015年3月31日)

金額(百万円)金額(百万円)

8



㈱マキタ（6586）2016年3月期決算短信

（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

区分
百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 414,718 100.0 423,623 100.0

Ⅱ　売上原価 257,582 62.1 270,121 63.8

　　売上総利益 157,136 37.9 153,502 36.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費等 85,231 20.6 88,826 20.9

　　営業利益 71,905 17.3 64,676 15.3

Ⅳ　営業外損益

　１　受取利息及び配当金 2,639 2,468

　２　支払利息 △ 113 △ 115

　３　為替差損益(純額) △ 6,480 △ 1,552

　４　有価証券実現損益(純額) 443 1,418

　５　有価証券評価損 - △ 3,511 △ 0.8 △ 5,403 △ 3,184 △ 0.8

　　税金等調整前当期純利益 68,394 16.5 61,492 14.5

Ⅴ　法人税等

　１　当期税額 18,889 18,707

　２　期間配分調整額 3,824 22,713 5.5 812 19,519 4.6

　　当期純利益 45,681 11.0 41,973 9.9

Ⅵ　非支配持分に帰属する
    当期純利益

374 0.1 358 0.1

　　当社株主に帰属する
　　当期純利益

45,307 10.9 41,615 9.8

　連結包括利益計算書

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　当期純利益 45,681 41,973

Ⅱ　その他の包括利益（△損失）

　１　為替換算調整額 14,660 △ 26,304

　２　未実現有価証券評価損益 1,267 △ 3,036

　３　年金債務修正額 1,047 16,974 △ 2,678 △ 32,018

　　包括利益 62,655 9,955

Ⅲ　非支配持分に帰属する
    包括利益

199 231

　　当社株主に帰属する
　　包括利益

62,456 9,724

前連結会計年度
(自　2014年 4月 1日

  至  2015年 3月31日)

当連結会計年度
(自　2015年 4月 1日

  至  2016年 3月31日)

前連結会計年度
(自　2014年 4月 1日

  至  2015年 3月31日)

当連結会計年度
(自　2015年 4月 1日

  至  2016年 3月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)
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（３）連結資本勘定計算書

前連結会計年度

　　　（自　2014年4月1日　　至　2015年3月31日） （単位：百万円）

当社株主の資本

資本金
資本

剰余金
利益

準備金

その他の
利益

剰余金

その他の
包括利益
(△損失)
累計額

自己株式
当社株主の
資本合計

前期首残高 23,805 45,421 5,669 366,919 5,693 △ 11,573 435,934 3,510 439,444

△ 17 △ 17 △ 17

配当金 △ 12,352 △ 12,352 △ 145 △ 12,497

包括利益

当期純利益 45,307 45,307 374 45,681

その他の包括利益
（△損失）

17,149 17,149 △ 175 16,974

前期末残高 23,805 45,421 5,669 399,874 22,842 △ 11,590 486,021 3,564 489,585

当連結会計年度

　　　（自　2015年4月1日　　至　2016年3月31日） （単位：百万円）

当社株主の資本

資本金
資本

剰余金
利益

準備金

その他の
利益

剰余金

その他の
包括利益
(△損失)
累計額

自己株式
当社株主の
資本合計

当期首残高 23,805 45,421 5,669 399,874 22,842 △ 11,590 486,021 3,564 489,585

△ 12 △ 12 △ 12

配当金 △ 16,016 △ 16,016 △ 177 △ 16,193

包括利益

当期純利益 41,615 41,615 358 41,973

その他の包括利益
（△損失）

△ 31,891 △ 31,891 △ 127 △ 32,018

その他の増減 35 35 35

当期末残高 23,805 45,456 5,669 425,473 △ 9,049 △ 11,602 479,752 3,618 483,370

非支配
持分

資本合計

非支配
持分

資本合計

自己株式の取得及び
処分（純額）

自己株式の取得及び
処分（純額）

10
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

区分

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 当期純利益 45,681 41,973

２ 営業活動による純増への調整

減価償却費 8,619 9,284

法人税等期間配分調整額 3,824 812

有価証券実現損益(純額) △ 443 △ 1,418

有価証券評価損 - 5,403

固定資産売除却損(純額) △ 304 △ 39

減損損失 310 -

資産･負債の変動

  受取手形及び売掛金 △ 1,148 △ 3,152

  棚卸資産 △ 18,419 △ 15,588

  支払債務及び未払費用 1,903 △ 2,821

  未払法人税等 △ 4,828 177

  退職給付引当金及び前払年金費用 △ 352 △ 1,253

その他(純額) 1,051 810

営業活動による純増 35,894 34,188

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 資本的支出 △ 12,124 △ 11,769

２ 売却可能有価証券の購入 △ 15,682 △ 9,997

３ 売却可能有価証券の売却 919 15,268

４ 売却可能有価証券の償還 100 500

５ 満期保有有価証券の償還 3,000 500

６ 固定資産の売却 1,536 1,421

７ 定期預金の預入 △ 19,885 △ 36,169

８ 定期預金の解約 22,434 34,251

９ その他(純額) △ 394 △ 578

投資活動による純減 △ 20,096 △ 6,573

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ･フロー

１ 当初の返済期限が3ヶ月以内の借入金の増加(純額) 1,042 867

２ 当初の返済期限が3ヶ月を超える借入金による調達 3,419 -

３ 当初の返済期限が3ヶ月を超える借入金の返済 △ 4,443 △ 3,556

４ 長期債務による調達 446 -

５ 自己株式の取得及び売却(純額) △ 17 △ 12

６ 配当金 △ 12,352 △ 16,016

７ その他(純額) △ 112 △ 2

財務活動による純減 △ 12,017 △ 18,719

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額 9,016 △ 3,510

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加 12,797 5,386

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 81,732 94,529

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 94,529 99,915

前連結会計年度
(自　2014年 4月 1日
  至　2015年 3月31日)

当連結会計年度
(自　2015年 4月 1日
  至　2016年 3月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)
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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） 

・連結範囲および持分法の適用に関する事項 

連結子会社数および主要な会社名 

51社 マキタ U.S.A. Inc.、マキタ (U.K.) Ltd.、 

マキタ・ヴェルクツォイク G.m.b.H.（ドイツ）、マキタ Oy（フィンランド）、 

マキタ・ガルフ FZE（アラブ首長国連邦）、牧田(中国)有限公司、牧田(昆山)有限公司、 

マキタ・オーストラリア Pty. Ltd.、マキタ・ド・ブラジル Ltda. 

・重要な会計方針の要約 

当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されております。 

(1) 短期投資および投資 

当社グループは、負債証券および持分証券を売却可能有価証券もしくは満期保有有価証券に分類しております。

当社グループは、売買目的有価証券を購入および所有することはありません。 

(2) 棚卸資産 

棚卸資産の原価には、材料費、労務費および製造経費を含んでおります。棚卸資産は、主として平均法に基づ

く低価法により評価しております。 

(3) 有形固定資産および減価償却費 

有形固定資産は、取得価額によって表示しており、減価償却費は見積耐用年数に基づき定額法によって計算し

ております。 

(4) 法人税等 

繰延税金資産および負債は、連結財務諸表上の資産および負債の計上額とそれらに対応する税務上の金額との

一時差異、ならびに税務上の繰越欠損金、繰越税額控除に係る将来の税効果額に基づいて認識されています。

税率変更および税法改正による繰延税金資産および負債への影響は、その税率変更に関する法律の可決日を含

む連結会計年度の期間損益として認識されることになります。 

(5) 連結財務諸表作成にあたっての見積りの使用 

当社は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づく連結財務諸表の作成にあたり、必要な仮

定と見積りを用いております。これらの仮定と見積りは、連結貸借対照表日現在の資産・負債および当連結会

計年度の収益・費用の金額ならびに連結貸借対照表日現在の偶発資産・偶発負債の開示情報に影響を及ぼしま

す。また、実際の結果がこれらの見積りと異なることがあります。 

(6) 収益の認識 

当社グループは、取引を裏付ける確固たる証拠が存在すること、物品の引渡しまたは役務の提供が終了するこ

と、売価が確定しているまたは確定しうるものであること、確実な回収可能性が見込まれることのすべての条

件を満たした時点で、収益を認識しております。 

（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 



㈱マキタ（6586）2016年3月期決算短信

（要約セグメント情報）

オペレーティング･セグメント情報
前期（2014年4月1日～2015年3月31日） （単位：百万円）

日 本 欧 州 北 米 ア ジ ア
そ の 他
の 地 域

計 消 去 連 結

売　　　　　上　　　　　高

(1) 外部顧客に対する売上高 91,258 175,680 58,962 22,145 66,673 414,718 - 414,718

78,167 5,800 3,554 181,102 157 268,780 △268,780 - 

　　　　　　計 169,425 181,480 62,516 203,247 66,830 683,498 △268,780 414,718

営　　業　　費　　用 146,091 161,741 60,923 175,585 63,030 607,370 △264,557 342,813

営　　業　　利　　益 23,334 19,739 1,593 27,662 3,800 76,128 △ 4,223 71,905

当期（2015年4月1日～2016年3月31日） （単位：百万円）

日 本 欧 州 北 米 ア ジ ア
そ の 他
の 地 域

計 消 去 連 結

売　　　　　上　　　　　高

(1) 外部顧客に対する売上高 92,366 174,126 69,793 23,316 64,022 423,623 - 423,623

76,976 4,698 3,952 190,630 196 276,452 △276,452 - 

　　　　　　計 169,342 178,824 73,745 213,946 64,218 700,075 △276,452 423,623

営　　業　　費　　用 150,527 167,571 72,716 187,145 61,878 639,837 △280,890 358,947

営　　業　　利　　益 18,815 11,253 1,029 26,801 2,340 60,238 4,438 64,676

売上高内訳

前　　　　期 当　　　　期

区　　　　　　　　　　　分 (2014.4.1～2015.3.31) (2015.4.1～2016.3.31) 増　減　率

金　　額 構成比 金　　額 構成比

％ ％ ％

製　　　　　　　　　　　品 349,832 84.4 356,165 84.1 1.8

部品 ･ 修理 ･ アクセサリー 64,886 15.6 67,458 15.9 4.0

合　　　　　　　　　　　計 414,718 100.0 423,623 100.0 2.1

（１株当たり情報）

前　　　　期 当　　　　期

(2014.4.1～2015.3.31) (2015.4.1～2016.3.31)

円 円

１株当たり株主資本 3,580.66 3,534.52

基本的１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 333.79 306.59

希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 - 306.58

基本的および希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しています。
前期、当期の期中平均株式数はそれぞれ135,736,215株、135,734,118株です。
なお、前期において、潜在的に希薄化効果のある株式はありません。

（単位：百万円）

(2) セグメント間の内部売上高
　　又は振替高

(2) セグメント間の内部売上高
　　又は振替高
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㈱マキタ（6586）2016年3月期決算短信

（短期投資および投資）

前期（2015年3月31日現在） （単位：百万円）

原価額 未実現利益 未実現損失 公正価値 帳簿価額

短期投資： 売却可能有価証券 社債 498 - - 498 498

投資信託 3,012 1,025 14 4,023 4,023

MMFおよびFFF 49,391 - - 49,391 49,391

市場性のある株式 717 1,147 - 1,864 1,864

計 53,618 2,172 14 55,776 55,776

満期保有有価証券 社債 300 - - 300 300

計 300 - - 300 300

合計 53,918 2,172 14 56,076 56,076

投資： 売却可能有価証券 市場性のある株式 16,861 15,124 1,577 30,408 30,408

計 16,861 15,124 1,577 30,408 30,408

満期保有有価証券 社債 600 21 - 621 600

計 600 21 - 621 600

合計 17,461 15,145 1,577 31,029 31,008

上記の投資のほかに市場性のない持分証券（原価法）387百万円があります。

当期（2016年3月31日現在） （単位：百万円）

原価額 未実現利益 未実現損失 公正価値 帳簿価額

短期投資： 売却可能有価証券 投資信託 1,864 392 3 2,253 2,253

MMFおよびFFF 43,350 - - 43,350 43,350

市場性のある株式 593 1,062 - 1,655 1,655

計 45,807 1,454 3 47,258 47,258

満期保有有価証券 社債 1,000 - - 1,000 1,000

計 1,000 - - 1,000 1,000

合計 46,807 1,454 3 48,258 48,258

投資： 売却可能有価証券 市場性のある株式 11,333 9,757 - 21,090 21,090

計 11,333 9,757 - 21,090 21,090

満期保有有価証券 社債 400 14 - 414 400

計 400 14 - 414 400

合計 11,733 9,771 - 21,504 21,490

上記のほかに市場性のない持分証券（原価法）が短期投資5百万円、投資382百万円あります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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㈱マキタ（6586）2016年3月期決算短信

６．補足情報　　　　　　　　　2016年3月期　決算補足資料（連結）

（１）連結業績および次期の予想 （単位：百万円、下段：対前年同期増減率）

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2016年9月期 2017年3月期
実　績 実　績 実　績 第２四半期累計期間予想 通 期 予 想

売 上 高 383,207 414,718 423,623 195,000 400,000
23.8 ％ 8.2 ％ 2.1 ％ △ 10.2 ％ △ 5.6 ％

国　　　　内 66,019 67,740 68,445 33,000 70,000
16.7 ％ 2.6 ％ 1.0 ％ 1.4 ％ 2.3 ％

海　　　　外 317,188 346,978 355,178 162,000 330,000
25.3 ％ 9.4 ％ 2.4 ％ △ 12.3 ％ △ 7.1 ％

営 業 利 益 54,914 71,905 64,676 30,500 60,000
21.0 ％ 30.9 ％ △ 10.1 ％ △ 11.7 ％ △ 7.2 ％

税 金 等 調 整 前 56,974 68,394 61,492 30,500 60,000
当 期 純 利 益 24.7 ％ 20.0 ％ △ 10.1 ％ △ 1.1 ％ △ 2.4 ％

当社株主に帰属する 38,453 45,307 41,615 21,100 41,500
当 期 純 利 益 23.7 ％ 17.8 ％ △ 8.1 ％ △ 1.8 ％ △ 0.3 ％

283.28 円 333.79 円 306.59 円 155.45 円 305.75 円

1株当たり配当金 91.00 円 118.00 円 101.00 円 18.00 円 － 

配 当 性 向 32.1 ％ 35.4 ％ 32.9 ％

従 業 員 数 12,804 名 13,835 名 14,784 名

（２）連結地域別売上高の推移 （単位：百万円、下段：対前期増減率）

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
実　績 実　績 実　績

日 本 66,019 67,740 68,445
16.7 ％ 2.6 ％ 1.0 ％

欧 州 165,357 175,254 173,987
32.3 ％ 6.0 ％ △ 0.7 ％

北 米 49,891 57,168 67,759
20.3 ％ 14.6 ％ 18.5 ％

ア ジ ア 35,004 39,643 41,443
20.3 ％ 13.3 ％ 4.5 ％

そ の 他 66,936 74,913 71,989
16.5 ％ 11.9 ％ △ 3.9 ％

中　南　米 28,069 30,287 26,149
22.5 ％ 7.9 ％ △ 13.7 ％

オセアニア 20,805 23,759 24,653
10.4 ％ 14.2 ％ 3.8 ％

中近東・アフリカ 18,062 20,867 21,187
15.1 ％ 15.5 ％ 1.5 ％

売 上 合 計 383,207 414,718 423,623
23.8 ％ 8.2 ％ 2.1 ％

（注） 上表はそれぞれの市場における売上高を示しており、13ページのセグメント情報の売上高（出荷元基準）とは異なります。

（３）連結売上計上レートの推移
2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

実　績 実　績 実　績 通 期 予 想
米 ド ル 100.17 円 109.76 円 120.15 円 110 円
ユ ー ロ 134.21 円 138.69 円 132.60 円 120 円

（４）生産比率の推移（台数ベース）
2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期

実　績 実　績 実　績
国 内 生 産 11.2 ％ 10.3 ％ 10.2 ％
海 外 生 産 88.8 ％ 89.7 ％ 89.8 ％

（５）連結 設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移 （単位：百万円）

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期
実　績 実　績 実　績 通 期 計 画

設備投資額 11,417 12,124 11,769 17,000
減価償却費 8,622 8,619 9,284 9,600
研究開発費 8,720 9,117 9,593 9,600

基本的１株当たり当社株主に
帰属する当期純利益
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