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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 12,571 13.0 250 191.8 87 10.2 26 516.4

22年３月期第２四半期 11,127 △33.7 85 △94.8 79 △95.2 4 △99.5

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

23年３月期第２四半期 221 30 219 13

22年３月期第２四半期 32 31 32 04

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 26,103 15,097 55.9 119,913 38

22年３月期 25,700 15,786 59.3 125,282 03

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 14,597百万円 22年３月期 15,247百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 1,000 00 ─ 1,000 00 2,000 00

23年３月期 ─ 1,000 00

23年３月期(予想) ─ 1,000 00 2,000 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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
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 28,000 17.0 1,100 151.3 800 69.5 450 266.9 3,696 68



  

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  

 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、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、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (     ─     )、除外  ─社 (     ─     )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の移動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期２Ｑ 135,241株 22年３月期 135,241株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 13,510株 22年３月期 13,537株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 121,706株 22年３月期２Ｑ 135,227株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における経済情勢は、個人消費の回復、企業収益の改善、設備投資需要の

増加等、世界的な景気後退の状況から脱し、本格回復に向けた動きも見られますが、失業率は依然高水

準にあり、海外景気の減速リスクや強まる円高傾向、及び景気刺激策の息切れ不安等により、企業収益

への影響が懸念されております。 

このような環境の下、当社グループにおいては、日本は建設・土木業向けの需要が依然低迷している

ものの、自動車や半導体等の一部業界向けの需要が増加し、売上高は前年同期に比べて若干増加いたし

ました。米国は景気動向の先行き不透明感はあるものの、民間セクターを中心に全般的に需要が回復

し、売上高は前年同期に比べて増加いたしました。中国は内需刺激策による設備投資需要の増加が継続

し、売上高は前年同期に比べて増加いたしました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、12,571百万円（前年同期比13.0％増）とな

りました。利益につきましては、中国を中心としたアジア地域において生産性向上やコストの低減等に

より連結営業利益250百万円（前年同期比191.8％増）、連結経常利益87百万円（前年同期比10.2％

増）、連結四半期純利益は26百万円（前年同期比516.4％増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

売上高は7,658百万円と前年同期に比べて13.4％の増加となりましたが、専ら海外向けの売上高の増

加によるものであり、日本国内向けの売上高は4,325百万円と前年同期に比べて6.7％の増加に留まりま

した。また、営業利益は165百万円（前年同期比98.8％増）となりました。 

（北米） 

公的資金による経済活性化策が民間の設備投資需要への波及効果として表れるなど全般的に製品出荷

が増加し、売上高は3,253百万円と前年同期に比べて12.3％増加となりました。営業利益は163百万円

（前年同期は１百万円の営業損失）となりました。 

（アジア） 

中国を中心として回復基調が継続しており、全般的な需要増加により売上高は4,019百万円と前年同

期に比べて28.4％増加し、営業利益は550百万円と前年同期に比べて109.5％の増加となりました。 

（欧州） 

経済情勢が依然として低調であったものの、主として在庫調整一巡による出荷増、並びにドイツを中

心とした輸出産業等に対する需要増により、売上高は544百万円と前年同期に比べて30.3％増加し、営

業利益20百万円（前年同期は９百万円の営業損失）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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 （資産） 

資産合計は26,103百万円と前連結会計年度末に対し402百万円増加いたしました。これは、現金及

び預金の増加1,371百万円、受取手形及び売掛金の減少1,163百万円等によるものです。 

 （負債） 

負債合計は11,005百万円と前連結会計年度末に対し1,090百万円増加いたしました。これは、社債

の増加850百万円、長期借入金の増加480百万円等によるものです。 

 （純資産） 

純資産合計は15,097百万円と前連結会計年度末に対し688百万円減少いたしました。これは、利益

剰余金の減少94百万円、為替換算調整勘定の減少562百万円等によるものです。 

  

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6,732百万円となりました。 

 （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1,575百万円と前年同期比1,136百万円収入増となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益が101百万円、減価償却費が491百万円、売上債権の減少が1,023

百万円、たな卸資産の増加が350百万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△515百万円と前年同期比２百万円支出増となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出439百万円があ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530百万円と前年同期比1,049百万円収入増となりました。こ

れは、長期借入れによる収入が600百万円、配当金の支払額が121百万円となったこと等によるもので

す。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月２日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

  

(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

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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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 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。 

  

③ 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。 

  

④ 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。  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は０百万円、経常利益は０百万円、税金等調

整前四半期純利益は28百万円、それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は34百万円であります。 

  

② 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部訂正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用してお

ります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,732 5,361

受取手形及び売掛金 3,405 4,568

商品及び製品 4,025 4,295

仕掛品 1,179 858

原材料及び貯蔵品 523 493

その他 1,502 1,105

貸倒引当金 △23 △31

流動資産合計 17,344 16,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,318 2,448

機械装置及び運搬具（純額） 2,171 2,364

その他（純額） 2,219 2,211

有形固定資産合計 6,710 7,024

無形固定資産

のれん 383 461

その他 178 203

無形固定資産合計 562 665

投資その他の資産

繰延税金資産 747 685

その他 706 660

投資その他の資産合計 1,453 1,345

固定資産合計 8,726 9,034

繰延資産 32 13

資産合計 26,103 25,700
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,929 3,385

短期借入金 521 1,257

未払費用 888 910

未払法人税等 169 137

引当金 305 308

その他 882 918

流動負債合計 6,697 6,916

固定負債

社債 1,750 900

長期借入金 480 －

退職給付引当金 1,945 1,954

役員退職慰労引当金 110 122

その他 22 21

固定負債合計 4,308 2,998

負債合計 11,005 9,914

純資産の部

株主資本

資本金 3,976 3,976

資本剰余金 5,201 5,199

利益剰余金 8,385 8,480

自己株式 △1,216 △1,218

株主資本合計 16,347 16,438

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 △2

為替換算調整勘定 △1,750 △1,188

評価・換算差額等合計 △1,749 △1,190

新株予約権 21 9

少数株主持分 478 529

純資産合計 15,097 15,786

負債純資産合計 26,103 25,700
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 11,127 12,571

売上原価 7,651 8,672

売上総利益 3,475 3,899

販売費及び一般管理費 3,389 3,648

営業利益 85 250

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 0 －

還付加算金 16 －

その他 56 88

営業外収益合計 80 95

営業外費用

支払利息 10 13

為替差損 40 200

その他 35 44

営業外費用合計 87 258

経常利益 79 87

特別利益

償却債権取立益 － 4

負ののれん発生益 － 19

保険解約返戻金 － 18

特別利益合計 － 42

特別損失

環境対策引当金繰入額 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

会員権評価損 0 0

特別損失合計 0 28

税金等調整前四半期純利益 78 101

法人税等 47 28

少数株主損益調整前四半期純利益 － 72

少数株主利益 26 45

四半期純利益 4 26

－ 8 －
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 78 101

減価償却費 523 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76 △8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △11

受取利息及び受取配当金 △6 △6

支払利息 10 13

売上債権の増減額（△は増加） 1,213 1,023

たな卸資産の増減額（△は増加） 305 △350

仕入債務の増減額（△は減少） △1,849 688

未払費用の増減額（△は減少） △384 14

その他 48 △102

小計 7 1,848

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △6 △14

法人税等の支払額 △184 △298

法人税等の還付額 614 29

その他 － 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 438 1,575

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 △343 △439

有形固定資産の売却による収入 4 2

無形固定資産の取得による支出 △5 △13

その他 △169 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △513 △515

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 56 500

短期借入金の返済による支出 △142 △1,233

長期借入れによる収入 － 600

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △150 △150

配当金の支払額 △202 △121

少数株主への配当金の支払額 △76 △62

その他 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △519 530

現金及び現金同等物に係る換算差額 47 △218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △547 1,371

現金及び現金同等物の期首残高 4,655 5,361

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 4,162 6,732
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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。 

  

  

前第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。 

  

前第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。 

(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】

【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
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

【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) 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

－ 10 －
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号  平成20年３月21日)を適用しております。  

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、ホイスト・クレーン等の製造・販売をしており、国内においては当社が、海外においては北

米、欧州及びアジア等の各地域を現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した

経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、日本、

北米、アジア及び欧州の４つを報告セグメントとしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)１  セグメント利益の調整額△649百万円には、たな卸資産の調整額22百万円、引当金の調整額△０百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△670百万円が含まれております。全社費用は、主に親会社の総

務部門、経理部門及び経営企画部門に係る費用であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２日本 北米 アジア 欧州

売上高

  外部顧客への売上高 5,009 3,253 3,765 543 12,571 ─ 12,571

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,648 ─ 253 0 2,903 △2,903 ─

計 7,658 3,253 4,019 544 15,475 △2,903 12,571

セグメント利益 165 163 550 20 899 △649 250

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 11 －
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