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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）平成20年３月期第３四半期の対前年同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3四半期 24,929 ― 2,095 ― 1,729 ― 961 ―

20年3月期第3四半期 25,434 ― 3,657 ― 3,648 ― 2,291 ―

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3四半期 7,148.47 7,049.24
20年3月期第3四半期 17,486.35 16,826.66

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3四半期 29,168 17,194 56.7 122,953.93
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3四半期  16,542百万円 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  有  

   21年３月期（予想）の期末配当につきましては未定であります。  

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 ― 3,000.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 32,900 △11.0 2,400 △55.6 2,000 △61.4 1,150 △65.0 8,547.45

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 
・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、予想につきましては様々な不確定要素が内在し 
 ておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ「定性的情報・財務諸表等 3.連結業績予想に関す
 る定性的情報」をご覧ください。 
・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。 
・期末配当（予想）につきましては、経営環境の先行きが依然不明であることから、現時点では未定とし、当期の実績及び配当性向等を総合的に勘案した上で改めて公 
 表させていただきます。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  134,543株 20年3月期第3四半期  131,030株
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く景況は、米国サブプライムローン問題を

発端とした世界的な金融不安と世界同時不況、急激な円高の影響を受け、企業収益・設備投資の減少、

これに伴う雇用情勢の悪化や個人消費の低迷等、景気の後退が鮮明になってまいりました。 

このような景況の下、国内ではアフターサービスの強化やシェアの低い地域への販路開拓等に注力し

てまいりましたが、広範な業種における需要減退の影響を受け、国内売上高は10,207百万円（前年同期

比6.2％減）となりました。 

一方米国においては、風力発電事業をはじめとした環境・エネルギー関連業界への拡販により、米ド

ルベースでの売上高は前年同期比11.1％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

2.7％減となりました。中国においては、堅調な需要を背景に売上高は前年同期比24.2％増となりまし

た。これらの結果、海外売上高は14,721百万円（前年同期比1.1％増）となりました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、24,929百万円（前年同期比2.0％減）とな

りました。利益につきましては、円高及び国内売上の減少等により、営業利益2,095百万円（前年同期

比42.7％減）、経常利益1,729百万円（前年同期比52.6％減）、四半期純利益961百万円（前年同期比

58.0％減）となりました。 

なお、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

メント情報は省略しております。 

  

（注）前年同期比は参考値であります。 

  

 （資産） 

資産合計は29,168百万円と前連結会計年度末に対し19百万円減少いたしました。これは、受取手形

及び売掛金の減少2,736百万円、たな卸資産の増加2,387百万円、長期貸付金の増加213百万円等によ

るものです。 

 （負債） 

負債合計は11,974百万円と前連結会計年度末に対し534百万円増加いたしました。これは、支払手

形及び買掛金の増加634百万円、短期借入金の増加1,500百万円、未払費用の減少505百万円、未払法

人税等の減少760百万円等によるものです。 

 （純資産） 

純資産合計は17,194百万円と前連結会計年度末に対し553百万円減少いたしました。これは、利益

剰余金の増加181百万円、為替換算調整勘定の減少629百万円、少数株主持分の減少100百万円等によ

るものです。 

  

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

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
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  当第３四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5,609百万円となりました。 

 （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1,172百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純

利益が1,693百万円、減価償却費が1,033百万円、売上債権の減少が2,471百万円となりましたが、た

な卸資産の増加が2,835百万円、法人税等の支払が1,430百万円とな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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは△1,333百万円となりました。これは、有形固定資産の取得

による支出1,022百万円、貸付による支出200百万円を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576百万円となりました。これは、短期借入れによる収入

1,500百万円、配当金の支払795百万円、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。 

  

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、当社を取り巻く景況の悪化を見込み、前回（平成20

年11月12日）発表の業績予想を修正しております。 

詳細は、平成21年２月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地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。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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）

(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
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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。 

  

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)を第１四半期連結会計期間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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ４百万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、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ82百万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) 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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,610 5,473

受取手形及び売掛金 4,564 7,301

製品 2,540 1,661

半製品 2,172 1,803

原材料 540 489

仕掛品 2,341 1,255

貯蔵品 49 47

その他 1,684 1,259

貸倒引当金 △34 △37

流動資産合計 19,469 19,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,783 2,741

機械装置及び運搬具（純額） 2,383 2,910

その他（純額） 2,617 2,778

有形固定資産合計 7,784 8,431

無形固定資産 311 372

投資その他の資産   

繰延税金資産 761 720

その他 842 409

貸倒引当金 △1 －

投資その他の資産合計 1,602 1,130

固定資産合計 9,698 9,934

資産合計 29,168 29,187
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,444 5,810

短期借入金 1,500 －

未払費用 892 1,398

未払法人税等 93 854

引当金 189 392

その他 817 975

流動負債合計 9,937 9,430

固定負債   

退職給付引当金 1,867 1,828

役員退職慰労引当金 109 97

その他 59 82

固定負債合計 2,036 2,008

負債合計 11,974 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 8,478 8,296

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,631 17,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 10

為替換算調整勘定 △1,092 △463

評価・換算差額等合計 △1,088 △453

少数株主持分 651 751

純資産合計 17,194 17,748

負債純資産合計 29,168 29,187
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,929

売上原価 16,704

売上総利益 8,225

販売費及び一般管理費 6,129

営業利益 2,095

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 0

作業屑売却収入 40

その他 61

営業外収益合計 129

営業外費用  

支払利息 13

為替差損 397

その他 85

営業外費用合計 496

経常利益 1,729

特別損失  

訴訟関連損失 26

投資有価証券評価損 2

製品改修引当金繰入額 5

会員権評価損 0

特別損失合計 35

税金等調整前四半期純利益 1,693

法人税等 674

少数株主利益 57

四半期純利益 961
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,693

減価償却費 1,033

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11

受取利息及び受取配当金 △27

投資有価証券評価損益（△は益） 2

支払利息 13

売上債権の増減額（△は増加） 2,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,835

仕入債務の増減額（△は減少） 1,055

未払費用の増減額（△は減少） △504

その他 △324

小計 2,575

利息及び配当金の受取額 39

利息の支払額 △13

法人税等の支払額 △1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172

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 △1,022

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △3

貸付けによる支出 △200

その他 △108

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,333

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 △795

少数株主への配当金の支払額 △117

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 137

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 5,609
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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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   
(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、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、当第３四半期連結累計期間における「日

本」の営業利益が４百万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、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、当第３四半期連結累計期間における「日本」の営

業利益が82百万円減少しております。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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
11,744 6,837 5,194 1,151 24,929 ─ 24,929

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,394 ─ 588 13 6,996 (6,996) ─

計 18,139 6,837 5,783 1,165 31,925 (6,996) 24,929

営業利益 2,109 226 462 73 2,872 (776) 2,095
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  【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   
(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。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,837 5,613 1,322 948 14,721

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 24,929

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

27.5 22.5 5.3 3.8 59.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同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 
  

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

金 額（百万円）
百分比

(％)

 Ⅰ 売上高 25,434 100.0

 Ⅱ 売上原価 15,674 61.6

    売上総利益 9,760 38.4

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,103 24.0

    営業利益 3,657 14.4

 Ⅳ 営業外収益

     受取利息 38

     その他 100 139 0.5

 Ⅴ 営業外費用

     支払利息 26

     為替差損 9

     固定資産除却損 14

     その他 97 147 0.6

    経常利益 3,648 14.3

 Ⅵ 特別利益

     土地売却益 445

     その他 5 450 1.8

 Ⅶ 特別損失

    役員退職慰労保険積立金取崩損 17 17 0.0

    税金等調整前四半期純利益 4,082 16.1

    法人税、住民税及び事業税 1,415

    法人税等調整額 242 1,658 6.6

    少数株主利益 132 0.5

    四半期純利益 2,291 9.0

-11-

㈱キトー（6409）　平成21年３月期 第３四半期決算短信



(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
  

区 分

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

金額（百万円）

 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 4,082

減価償却費 917

貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 6

賞与引当金の増減額(△は減少) 95

退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 43

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 150

受取利息及び受取配当金 △ 39

支払利息 26

土地売却益 △ 445

売上債権の増減額(△は増加) 1,325

たな卸資産の増減額(△は増加) △ 1,659

仕入債務の増減額(△は減少) 351

未払費用の増減額(△は減少) △ 618

その他 7

小計 3,844

利息及び配当金の受取額 50

利息の支払額 △ 28

法人税等の支払額 △ 2,005

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,860

 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 △ 1,127

有形固定資産の売却による収入 509

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 △ 92

その他 137

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 572

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 425

株式の発行による収入 195

親会社による配当金の支払額 △ 352

少数株主への配当金の支払額 △ 93

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 675

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 35

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 649

 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 7,591
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
(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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
(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。 

  

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
13,154 7,219 4,780 280 25,434 ─ 25,434

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,119 ─ 646 42 5,809 (5,809) ─

計 18,274 7,219 5,427 322 31,244 (5,809) 25,434

営業利益又は営業損失(△) 3,556 516 802 △25 4,850 (1,193) 3,657

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,219 5,176 1,327 831 14,554

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 25,434

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

28.4 20.4 5.2 3.2 57.2
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