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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 11,127 △33.7 85 △94.8 79 △95.2 4 △99.5

21年3月期第2四半期 16,790 ― 1,660 ― 1,654 ― 883 ―

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2四半期 32.31 32.04
21年3月期第2四半期 6,567.43 6,471.04

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2四半期 24,923 16,963 66.0 121,706.04
21年3月期 27,861 17,269 60.2 124,120.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,457百万円 21年3月期  16,784百万円

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

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

21年3月期 ― 3,000.00 ― 1,500.00 4,500.00

22年3月期 ― 1,000.00

22年3月期 
（予想）

― 1,000.00 2,000.00

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 24,500 △24.9 700 △70.4 700 △65.8 300 △74.7 2,218.49
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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）  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(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、５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、５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。 

新規 1社 （社名 KITO KOREA CO., LTD. ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第2四半期 135,241株 21年3月期  135,241株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  14株 21年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 135,227株 21年3月期第2四半期 134,543株
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当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済情勢は、各国政府が打ち出した景気

刺激策の効果により、 悪期は脱したとされる一方で、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷、ならび

に景気の先行き不透明感に伴う企業の設備投資の抑制等、総じて弱い動きに終始いたしました。 

このような環境の下、当社グループの主要市場である日本及び米国では在庫調整局面の底入れを示す

指標が見受けられるものの、設備投資マインドが好転せず、売上は低調に推移いたしました。これに対

して、売上減少に対応するための生産調整、固定費の削減、コスト競争力強化のための製品設計及び仕

様の見直し、資材費の圧縮等、景気回復後に向けた活動を展開してまいりました。中国市場は内需刺激

策による景気回復に加え、原材料価格の低減等による利益貢献が堅調で、売上は前年とほぼ同水準とな

り、利益は増大いたしました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、11,127百万円（前年同期比33.7％減）とな

りました。利益につきましては、売上の減少及び円高による影響が大きいものの、経費削減や資材費低

下により、営業利益85百万円（前年同期比94.8％減）、経常利益79百万円（前年同期比95.2％減）、四

半期純利益４百万円（前年同期比99.5％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。 

  

  

  

 （資産） 

資産合計は24,923百万円と前連結会計年度末に対し2,937百万円減少いたしました。これは、現金

及び預金の減少493百万円、受取手形及び売掛金の減少1,279百万円、商品及び製品の減少512百万円

等によるものです。 

 （負債） 

負債合計は7,960百万円と前連結会計年度末に対し2,631百万円減少いたしました。これは、支払手

形及び買掛金の減少1,889百万円、未払費用の減少381百万円等によるものです。 

 （純資産） 

純資産合計は16,963百万円と前連結会計年度末に対し306百万円減少しました。これは、利益剰余

金の減少204百万円、為替換算調整勘定の減少112百万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２四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4,162百万円となりました。 

 （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438百万円（前年同四半期比1,295百万円収入減）となりまし

た。これは、税金等調整前四半期純利益が78百万円、売上債権の減少が1,213百万円、仕入債務の減

少が1,849百万円、法人税等の還付額が614百万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△513百万円（前年同四半期比330百万円支出減）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出343百万円等があったことによるものです。 

 （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△519百万円（前年同四半期比1,491百万円支出増）となりま

した。これは、短期借入金の返済による支出142百万円、社債の償還による支出150百万円、配当金の

支払額202百万円となったこと等によるものです。 

  

  

  

平成22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、平成21年５月

12日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

詳細は、平成21年11月12日公表の「平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差

異及び平成22年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

(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
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平成20年11月に設立いたしました「KITO KOREA CO., LTD.」は、重要性が増したため第１四半期連結

会計期間より連結対象子会社といたしました。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四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。 

  

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。ただし、見積実効税

率を使用できない場合には、法定実効税率で計算しております。 

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。  

  

売上高の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期請負工事（工期１年超かつ請負金額３億

円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号  平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号  平成19年12月27日）を第１四半期連

結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進

捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

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)

(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

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,162 4,656

受取手形及び売掛金 3,637 4,916

商品及び製品 4,553 5,065

仕掛品 1,294 1,215

原材料及び貯蔵品 569 601

その他 1,211 1,696

貸倒引当金 △22 △34

流動資産合計 15,407 18,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,579 2,613

機械装置及び運搬具（純額） 2,631 2,812

その他（純額） 2,082 2,175

有形固定資産合計 7,293 7,601

無形固定資産   

のれん 508 283

その他 218 245

無形固定資産合計 727 528

投資その他の資産   

繰延税金資産 773 783

その他 706 811

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,477 1,592

固定資産合計 9,498 9,722

繰延資産 17 21

資産合計 24,923 27,861
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

支払手形及び買掛金 2,653 4,542

短期借入金 140 222

未払費用 749 1,130

未払法人税等 135 112

引当金 265 346

その他 913 1,065

流動負債合計 4,857 7,418

固定負債   

社債 1,050 1,200

退職給付引当金 1,887 1,809

役員退職慰労引当金 117 112

その他 48 51

固定負債合計 3,103 3,173

負債合計 7,960 10,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,976 3,976

資本剰余金 5,199 5,199

利益剰余金 8,497 8,701

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,673 17,877

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 6

為替換算調整勘定 △1,212 △1,099

評価・換算差額等合計 △1,215 △1,093

新株予約権 3 －

少数株主持分 502 485

純資産合計 16,963 17,269

負債純資産合計 24,923 27,861
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,790 11,127

売上原価 10,986 7,651

売上総利益 5,803 3,475

販売費及び一般管理費 4,143 3,389

営業利益 1,660 85

営業外収益   

受取利息 19 6

受取配当金 0 0

作業屑売却収入 38 －

還付加算金 － 16

その他 53 56

営業外収益合計 113 80

営業外費用   

支払利息 8 10

為替差損 63 40

その他 46 35

営業外費用合計 119 87

経常利益 1,654 79

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 0

特別損失合計 35 0

税金等調整前四半期純利益 1,618 78

法人税等 688 47

少数株主利益 46 26

四半期純利益 883 4
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,618 78

減価償却費 652 523

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 4

受取利息及び受取配当金 △20 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

支払利息 8 10

売上債権の増減額（△は増加） 2,396 1,213

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,971 305

仕入債務の増減額（△は減少） 642 △1,849

未払費用の増減額（△は減少） △581 △384

その他 △80 48

小計 2,667 7

利息及び配当金の受取額 35 6

利息の支払額 △10 △6

法人税等の支払額 △957 △184

法人税等の還付額 － 614

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,734 438

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 △839 △343

有形固定資産の売却による収入 4 4

無形固定資産の取得による支出 △2 △5

その他 △6 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △844 △513

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 56

短期借入金の返済による支出 － △142

社債の償還による支出 － △150

配当金の支払額 △401 △202

少数株主への配当金の支払額 △117 △76

その他 △7 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 972 △519

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,857 △547

現金及び現金同等物の期首残高 5,472 4,655

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 54

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,329 4,162
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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 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７百万

円減少しております。 

４ 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54百万円減少し

ております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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・韓国 

(3) 欧州……………ドイツ 

３  第１四半期連結会計期間より「KITO KOREA CO., LTD.」を連結の範囲に含めたことに伴い、「アジア」に韓

国を含めて表示しております。 

  
  

【所在地別セグメント情報】

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
8,023 4,618 3,317 830 16,790 ─ 16,790

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,057 ― 376 9 4,443 (4,443) ―

計 12,081 4,618 3,694 840 21,234 (4,443) 16,790

営業利益 1,636 174 326 64 2,202 (541) 1,660

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
4,869 2,895 2,943 417 11,127 ─ 11,127

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,886 ― 186 ─ 2,073 (2,073) ―

計 6,755 2,895 3,130 417 13,200 (2,073) 11,127

営業利益又は営業損失(△) 83 △ 1 262 △ 9 335 (249) 85
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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・その他 

(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。 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,618 3,583 953 542 9,697

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 16,790

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

27.5 21.3 5.7 3.3 57.8

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,895 3,085 728 362 7,072

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 11,127

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

26.0 27.7 6.6 3.3 63.6

(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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