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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 6,868 △51.5 △547 ― △485 ― △287 ―

21年3月期第1四半期 14,170 ― 643 ― 997 ― 413 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.90 ―

21年3月期第1四半期 7.06 ―

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

22年3月期第1四半期 68,991 29,392 42.6 501.43
21年3月期 73,333 29,927 40.8 510.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,392百万円 21年3月期  29,927百万円

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

21年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

22,000 △29.7 1,000 △54.2 1,100 △53.5 600 △50.7 10.24

通期 45,000 △17.1 2,100 △29.9 2,200 △25.5 1,300 159.1 22.18
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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21年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の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
ります。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結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページの【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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 58,717,936株 21年3月期  58,717,936株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  101,106株 21年3月期  99,631株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 58,617,226株 21年3月期第1四半期 58,632,293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(平成21年4月1日～平成21年6月30日)における我が国経済は、昨年からの急激な景気の悪化も下げ

止まり、一部には持ち直し感もみられるといわれておりますが、雇用状況の悪化や設備投資の減少など、実体経

済は依然として低迷しており、不透明な状況が続いております。 

当社グループをとりまく事業環境も、中国における油圧ショベルの販売環境に明るさがみえますものの、その

他の地域および国内におきましては、建設用クレーン及び油圧ショベルの需要は未だ好転せず、予想を大きく下

回る厳しい状況となっております。このような状況下、当社グループといたしましては、積極的に営業活動を行

ない、新規顧客の開拓にも注力を傾け、さらに種々のコスト削減の徹底に努めてまいりました。しかしながら、

当第1四半期の業績は大きく落込み、売上高は荷役機械部門として、29億1千5百万円（前年同期比30.2％）、建設

機械部門は、38億4千9百万円（前年同期比87.2％）となりました。路面清掃車等のその他部門につきましては、1

億3百万円（前年同期比97.1％）となりました。その結果、総売上高は68億6千8百万円（前年同期比48.5％）とな

りました。 

利益面につきましては、販売価格の維持と、経費削減に努めましたが、販売環境の急激な悪化のなか、売上高

の落込みに伴い、営業損失5億4千7百万円、経常損失4億8千5百万円、四半期純損失2億8千7百万円となりました。 

 

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 

(資産の状況) 

総資産は、前連結会計年度末に比べ43億4千1百万円減少し、689億9千1百万円となりました。これは、主とし

てたな卸資産が5億1千万円増加し、受取手形及び売掛金が31億6千7百万円減少したこと、現金及び預金が18億9

千6百万円減少したこと等によるものであります。 

 

(負債の状況) 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ38億6百万円減少し、395億9千9百万円となりました。これは、短期・

長期借入金が26億4千1百万円増加しましたものの、支払手形（設備関係支払手形含む）・買掛金が63億4千9百

万円減少したことが主な要因であります。 

 

(純資産の状況) 

純資産は、前連結会計年度末に比べ5億3千5百万円減少し、293億9千2百万円となりました。これは、主とし

て利益剰余金の減少5億5千万円によるものであります。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は83億5千2百万円となり、前連

結会計年度末と比較して18億9千6百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況につきましては、つ

ぎのとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金は、37億8百万円の減少となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失3億7

千4百万円、仕入債務の減少64億7千万円等の減少要因と、売上債権の減少31億5千1百万円等の増加要因による

ものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は、5億7千5百万円となりました。その主な要因は、工場関係の機械設備等の取得

5億6千7百万円によるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は、23億9千5百万円となりました。その主な要因は、短期借入金の増加34億5千万

円の増加要因と、長期借入金の返済8億9百万円ならびに配当金の支払い2億4千5百万円の減少要因によるもので

あります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第1四半期の業績は、予想を大きく下回る結果となりました。通期の業績といたしましては、当第1四半期を

底として、徐々に上向くものと推測いたしますが、先行きは極めて不透明な状況が続いておりますため、現時点

では平成21年5月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。 

 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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、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。 

④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 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

  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。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,352 10,248

受取手形 9,576 10,203

売掛金 6,705 8,969

商品及び製品 12,098 10,337

仕掛品 2,844 3,510

原材料及び貯蔵品 6,300 6,884

繰延税金資産 1,230 1,103

その他 1,863 2,215

貸倒引当金 △82 △95

流動資産合計 48,889 53,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,113 3,148

機械装置及び運搬具（純額） 1,172 914

土地 2,548 2,548

建設仮勘定 38 772

その他（純額） 234 267

有形固定資産合計 8,107 7,652

無形固定資産 167 159

投資その他の資産   

投資有価証券 700 640

長期受取手形 8,674 8,951

信託受益権 － 923

破産更生債権等 2,649 2,649

繰延税金資産 498 551

その他 1,973 1,097

貸倒引当金 △2,668 △2,670

投資その他の資産合計 11,828 12,143

固定資産合計 20,102 19,955

資産合計 68,991 73,333
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 9,726 15,181

買掛金 2,793 3,827

短期借入金 13,600 10,150

1年内返済予定の長期借入金 3,066 3,124

未払法人税等 32 55

割賦販売前受利息 1,231 1,336

賞与引当金 207 400

製品保証引当金 270 285

その他 2,191 1,753

流動負債合計 33,119 36,115

固定負債   

長期借入金 5,062 5,813

退職給付引当金 832 894

役員退職慰労引当金 566 562

その他 18 19

固定負債合計 6,479 7,290

負債合計 39,599 43,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,935 2,935

資本剰余金 7,109 7,109

利益剰余金 19,334 19,885

自己株式 △24 △24

株主資本合計 29,355 29,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155 119

為替換算調整勘定 △119 △99

評価・換算差額等合計 36 20

純資産合計 29,392 29,927

負債純資産合計 68,991 73,333
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(2) 四半期連結損益計算書 
 (第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,170 6,868

売上原価 12,095 6,251

売上総利益 2,075 617

販売費及び一般管理費   

運賃 278 194

給料及び手当 304 287

賞与引当金繰入額 119 97

製品保証引当金繰入額 9 －

減価償却費 21 23

その他 697 560

販売費及び一般管理費合計 1,431 1,164

営業利益又は営業損失（△） 643 △547

営業外収益   

受取利息 7 17

割賦販売受取利息 150 170

受取配当金 10 9

為替差益 246 －

その他 11 19

営業外収益合計 426 217

営業外費用   

支払利息 62 77

債権信託費用 10 －

為替差損 － 72

その他 0 5

営業外費用合計 73 155

経常利益又は経常損失（△） 997 △485

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 33 15

製品保証引当金戻入額 － 15

事業整理益 － 87

その他 1 －

特別利益合計 34 118

特別損失   

固定資産除却損 3 0

事業整理損 － 7

特別損失合計 3 8

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,028 △374

法人税、住民税及び事業税 507 10

法人税等調整額 112 △98

法人税等合計 620 △87

少数株主損失（△） △6 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 413 △287
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,028 △374

減価償却費 172 154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107 △62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 4

受取利息及び受取配当金 △17 △27

支払利息 62 77

為替差損益（△は益） △41 14

割賦販売前受利息の増減額(△は減少) △30 △105

固定資産売却損益（△は益） － △0

固定資産除却損 3 0

事業整理損失 － 7

売上債権の増減額（△は増加） 222 3,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,220 △525

事業整理益 － △87

仕入債務の増減額（△は減少） 681 △6,470

未払費用の増減額（△は減少） 473 404

その他 △21 236

小計 177 △3,616

利息及び配当金の受取額 16 18

利息の支払額 △81 △88

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,051 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー △938 △3,708

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 △327 △567

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 △0 △6

その他 △2 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △328 △575

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） 377 3,450

長期借入金の返済による支出 △727 △809

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △381 △245

財務活動によるキャッシュ・フロー △731 2,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 72 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,925 △1,896

現金及び現金同等物の期首残高 13,862 10,248

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,936 8,352
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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。 

 

(5)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20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 荷役機械…………建設用クレーン 

(2) 建設機械…………油圧ショベル、アースドリル 

(3) その他……………路面清掃車、万能吸引車 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、従来の方法に比べて営業利益は荷役機械事業

が210百万円減少し、その他の事業が5百万円減少しております。 

(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) 

当第１四半期連結会計期間より、「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）が適用されたことに伴い、従来

の方法に比べて営業利益は荷役機械事業が210百万円減少しております。 

 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 荷役機械…………建設用クレーン 

(2) 建設機械…………油圧ショベル、アースドリル 

(3) その他……………路面清掃車、万能吸引車 

 荷役機械 

(百万円) 

建設機械 

(百万円) 

その他 

(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 
 9,651 4,412 106 14,170  －   14,170 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  － －  －  －   － 

計 9,651 4,412 106 14,170  － 14,170 

営業利益 480 160 2 643 －  643 

 荷役機械 

(百万円) 

建設機械 

(百万円) 

その他 

(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 
 2,915 3,849 103 6,868  －   6,868 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  － －  －  －   － 

計 2,915 3,849 103 6,868  － 6,868 

営業利益又は営業損失（△） 110 △667 9 △547 －  △547 
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【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20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本国内の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  
日本 

（百万円） 

中国 

（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 5,757 1,110 6,868 ― 6,868

  (2)セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
544 ― 544 (544) ―

        計 6,302 1,110 7,412 (544) 6,868

 営業利益又は営業損失（△） △ 651 104 △ 547 0 △ 547

(注) 国又は地域の区分は、連結会社の所在国によっております。 

 

【海外売上高】 

 前第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） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,524 2,373 3,897 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 14,170 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
10.8 16.7 27.5 

(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 各区分の主な国又は地域 

(1) アジア……………東アジア、東南アジア他 

(2) その他の地域……ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オーストラリア他 

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。 

 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,810 575 3,386 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 6,868 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
40.9 8.4 49.3 

(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 各区分の主な国又は地域 

(1) アジア……………東アジア、東南アジア他 

(2) その他の地域……ヨーロッパ、中近東、アフリカ、オーストラリア他 

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 

 該当事項はありません。 

- 10 -

㈱加藤製作所（6390）平成22年３月期　第１四半期決算短信




