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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）平成20年3月期第１四半期増減率を記載していない理由は、平成20年3月期より四半期財務諸表を作成しているためであります。  

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 7,993 ― 911 ― 977 ― 493 ―

20年3月期第1四半期 8,051 ― 1,183 ― 1,287 ― 970 ―

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

21年3月期第1四半期 3,671.38 3,615.59
20年3月期第1四半期 7,634.45 ―

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

21年3月期第1四半期 29,818 17,746 57.5 127,480.80
20年3月期 29,187 17,748 58.2 126,326.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,151百万円 20年3月期  16,996百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 17,500 ― 2,000 ― 1,950 ― 1,050 ― 7,804.20
通期 37,700 2.0 4,750 △12.2 4,700 △9.4 2,700 △17.8 20,067.93

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・平成20年5月12日発表の連結業績予想は、修正しておりません。 
 ・本資料に記載されている業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数
  値と異なる場合があります。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
  針第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  134,557株 20年3月期  134,557株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  14株 20年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  134,543株 20年3月期第1四半期  127,087株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期における当社を取り巻く景況は、原油や原材料価格の高騰に加え米国経済の減速により企

業収益が圧迫され、景気の先行きに不透明感が強まる状況で推移しました。

このような環境の下、国内においては比較的好調な業種への営業展開を図った結果、売上高は3,242百万

円と前年同期比0.3％の微減に留まりました。

北米では、環境・エネルギー関連業界への拡販活動を行ったことにより、米ドルベースの売上は前年同

期比15.8％増となりましたが、円高の進行により、円ベースでは前年同期比1.4％の減となりました。

また中国では、依然として旺盛な需要に支えられ、前年同期比13.8％の売上増となりました。

この結果、海外売上高は4,750百万円（前年同期比1.0％減）となりました。

以上により、当第１四半期の連結売上高は、7,993百万円（同0.7％減）となりました。

営業利益は円高の影響、将来の成長の為の先行投資費用及び資材費の高騰等により前年同期比23.0％減

の911百万円、経常利益は前年同期比24.1％減の977百万円となりました。

また、四半期純利益は前年同期比49.1％減の493百万円となりました。

これは前年同期に特別利益（土地売却益）を計上したためであり、特別利益を除くと、前年同期比29.6

％減となります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

  （資産） 

資産合計は29,818百万円と前連結会計年度末に対し631百万円増加いたしました。これは、現金及び預

金の増加1,680百万円、たな卸資産の増加1,090百万円、受取手形及び売掛金の減少2,256百万円によるも

のです。 

  （負債） 

負債合計は12,071百万円と前連結会計年度末に対し632百万円増加いたしました。これは、短期借入金

の増加1,500百万円、未払費用の減少559百万円、未払法人税等の減少385百万円によるものです。 

  （純資産） 

純資産合計は17,746百万円と前連結会計年度末に対し１百万円減少いたしました。

(2) キャッシュ・フローの状況

   当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,152百万円となりました。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは943百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が

948百万円、売上債権の減少が2,334百万円となる一方、たな卸資産の増加1,030百万円、未払費用の減少

593百万円、法人税等の支払額869百万円となったこと等によるものです。

決算短信 2008年08月11日 15時46分 01500xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 2 －



株式会社キトー(6409) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

　（投資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・フローは△391百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による

支出を386百万円行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）

財務活動によるキャッシュ・フローは1,064百万円となりました。これは、短期借入れによる収入

1,500百万円、配当金の支払314百万円、少数株主への配当金の支払117百万円を行ったこと等によるもの

です。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

④ 経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

⑤ 税金費用の算定方法

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税金費用を計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会

計基準適用指針第14号)を当連結会計年度から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ19百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

④ 追加情報

有形固定資産の耐用年数の変更

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定

耐用年数及び資産区分が見直されました。これを契機として耐用年数を見直した結果、当社の機械装置

については、従来耐用年数を13年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より９年に変更して

おります。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ16百万円減少しており

ます。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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5. 【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）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,153 5,473

受取手形及び売掛金 5,044 7,301

製品 2,007 1,661

半製品 1,838 1,803

原材料 531 489

仕掛品 1,922 1,255

貯蔵品 47 47

その他 1,484 1,259

貸倒引当金 △31 △37

流動資産合計 19,998 19,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,804 2,741

機械装置及び運搬具（純額） 2,840 2,910

その他（純額） 2,542 2,778

有形固定資産合計 8,186 8,431

無形固定資産 304 372

投資その他の資産 1,329 1,130

固定資産合計 9,820 9,934

資産合計 29,818 29,187

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,971 5,810

短期借入金 1,500 －

未払費用 838 1,398

未払法人税等 468 854

引当金 187 392

その他 1,060 975

流動負債合計 10,026 9,430

固定負債

退職給付引当金 1,860 1,828

役員退職慰労引当金 103 97

その他 81 82

固定負債合計 2,045 2,008

負債合計 12,071 11,439

純資産の部

株主資本

資本金 3,965 3,965

資本剰余金 5,188 5,188

利益剰余金 8,412 8,296

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,565 17,449

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6 10

為替換算調整勘定 △421 △463

評価・換算差額等合計 △414 △453

少数株主持分 595 751

純資産合計 17,746 17,748

負債純資産合計 29,818 29,187

決算短信 2008年08月11日 15時46分 01500xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 5 －



株式会社キトー(6409) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高 7,993

売上原価 5,001

売上総利益 2,991

販売費及び一般管理費 2,080

営業利益 911

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 0

為替差益 29

作業屑売却収入 22

その他 27

営業外収益合計 88

営業外費用

支払利息 3

その他 18

営業外費用合計 22

経常利益 977

特別損失

訴訟関連損失 26

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 948

法人税等 432

少数株主利益 22

四半期純利益 493
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 948

減価償却費 297

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

受取利息及び受取配当金 △9

投資有価証券評価損益（△は益） 2

支払利息 3

売上債権の増減額（△は増加） 2,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,030

仕入債務の増減額（△は減少） 102

未払費用の増減額（△は減少） △593

その他 △289

小計 1,800

利息及び配当金の受取額 16

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △869

営業活動によるキャッシュ・フロー 943

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 △386

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,500

配当金の支払額 △314

少数株主への配当金の支払額 △117

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,680

現金及び現金同等物の期首残高 5,472

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,152
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

　 【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

当社グループは、ホイスト・クレーン事業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメン

ト情報は記載しておりません。

　 【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
3,655 2,404 1,482 450 7,993 ─ 7,993

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,955 ― 174 4 2,134 (2,134) ―

計 5,610 2,404 1,657 455 10,128 (2,134) 7,993

営業利益 771 150 170 43 1,135 (224) 911

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………アメリカ・カナダ
(2) アジア…………フィリピン・中国・タイ
(3) 欧州……………ドイツ

３ 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連
結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用してお
ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、「日本」の営業利益が19百万円減少しております。

４ 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連
結会計期間より法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、
耐用年数を見直し変更しております。これにより、「日本」の営業利益が16百万円減少しております。
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　 【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,404 1,579 517 248 4,750

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 7,993

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

30.1 19.7 6.5 3.1 59.4

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ・カナダ

(2) アジア……………中国・東南アジア

(3) 欧州………………ドイツ・イタリア・その他

(4) その他の地域……アフリカ・オセアニア・その他

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る連結財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科  目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金 額

 Ⅰ 売上高 8,051

 Ⅱ 売上原価 4,978

   売上総利益 3,073

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,890

   営業利益 1,183

 Ⅳ 営業外収益 139

   受取利息 10

   為替差益 100

   その他 29

 Ⅴ 営業外費用 35

   支払利息 9

   固定資産除却損 0

   その他 25

   経常利益 1,287

 Ⅵ  特別利益 445

   土地売却益 445

   税金等調整前四半期純利益 1,733

   法人税、住民税及び事業税 826

   法人税等調整額 △ 103

   少数株主利益 40

   四半期純利益 970
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

区 分

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金  額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　  税金等調整前四半期純利益 1,733

　  減価償却費 288

　  貸倒引当金の増減額(△は減少) △0

　  賞与引当金の増減額(△は減少) 14

　  退職給付引当金の増減額(△は減少) 28

　  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △162

　  受取利息及び受取配当金 △10

　  支払利息 9

　  土地売却益 △445

　  売上債権の増減額(△は増加) 1,029

　  たな卸資産の増減額(△は増加) △529

　  仕入債務の増減額(△は減少) 19

　  未払費用の増減額(△は減少) △996

　  その他 △276

　 小  計 702

　  利息及び配当金の受取額 12

　  利息の支払額 △0

　  法人税等の支払額 △1,137

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △423

 Ⅱ 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 △180

　  有形固定資産の売却による収入 508

　  貸付金の回収による収入 0

　  無形固定資産の取得による支出 △1

　  その他 △25

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 301

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　  少数株主への配当金の支払額 △62

   財務活動によるキャッシュ・フロー △62

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 172

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,942

 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 6,929
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(3) セグメント情報

　 【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

当社グループは、ホイスト・クレーン事業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメン

ト情報は記載しておりません。

　 【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
4,144 2,438 1,433 34 8,051 ― 8,051

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,649 ― 196 16 1,862 (1,862) ―

計 5,794 2,438 1,629 51 9,913 (1,862) 8,051

営業利益又は営業損失(△) 1,147 271 245 △ 19 1,645 (462) 1,183

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………アメリカ・カナダ
(2) アジア…………フィリピン・中国・タイ
(3) 欧州……………ドイツ

　 【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,438 1,581 505 272 4,797

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 8,051

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

30.3 19.6 6.3 3.4 59.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ・カナダ

(2) アジア……………中国・東南アジア

(3) 欧州………………ドイツ・イタリア・その他

(4) その他の地域……アフリカ・オセアニア・その他

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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