
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＫＴＣ（京都機械工具株式会社） 上場取引所 大 

コード番号 5966 URL http://www.kyototool.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宇城 邦英

問合せ先責任者 （役職名） 経営統括部長 （氏名） 山崎 正徳 TEL 0774-46-3700
四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 2,348 26.3 391 615.3 404 523.9 343 ―

23年3月期第1四半期 1,858 △0.4 54 ― 64 ― 24 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 321百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △46百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 28.63 ―

23年3月期第1四半期 2.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,642 6,804 53.3
23年3月期 12,590 6,579 51.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,735百万円 23年3月期  6,512百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― ― ― 8.00 8.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 4,050 8.3 450 43.4 460 31.1 395 29.3 32.96
通期 7,970 7.3 600 37.5 620 28.6 650 54.0 54.23



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】２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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,387,178 株 23年3月期 12,387,178 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 402,049 株 23年3月期 402,049 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,985,129 株 23年3月期1Q 11,986,620 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第１四半期決算短信京都機械工具㈱(5966)平成24年３月期第１四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による打撃から一部では復興に向けた兆しが

見られるものの、原発事故に伴う電力供給問題、デフレや円高基調の継続など、先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

このような情勢下、当社グループにおきましては、「攻めの加速と守りの強化」を基本方針に掲げ、経営戦略

の実現に向け、経営課題に関する意思決定及び業務執行の迅速化を図るとともに、日々の業務における継続的な改

善を推進し、揺るぎない収益基盤の確立に努めております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は23億48百万円（前年同期比26.3％増）となりました。利

益につきましては、継続して進めております費用構造改革の成果が効果的に表れていることにより、営業利益は３

億91百万円（前年同期比615.3％増）、経常利益は４億４百万円（前年同期比523.9％増）となりました。四半期純

利益につきましては、特別損失として投資有価証券評価損57百万円等を計上したことにより、３億43百万円（前年

同期四半期純利益24百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

[工具事業] 

当社主力の当事業部門では、「安全、快適、能率・効率、環境」をキーワードとしたソリューション営業の

展開と将来を見据えた新技術・新製品の開発に注力いたしました。また、迅速で柔軟な生産体制の確立を進

め、更なる生産性の向上とコストダウンの推進に取組んでまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は20億15百万円（前年同期比33.5％増）、セグメント利

益は３億62百万円（前年同期セグメント利益28百万円）となりました。 

  

[DIY事業] 

当事業部門では、地域密着型サービスの展開を図るとともに、東日本大震災・原発事故に伴う節電需要等へ

の対応を迅速に進め収益の確保に努めました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は２億94百

万円（前年同期比5.1％減）、セグメント利益は６百万円（前年同期比89.5％増）となりました。 

  

[賃貸事業] 

当事業部門では、ファシリティマネジメントを推進し、当第１四半期連結累計期間の売上高は38百万円（前

年同期比1.7％減）、セグメント利益は22百万円（前年同期比2.0％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、126億42百万円となり、前連結会計年度末に対し52百万円増加となりました。そ

の主な内容は、商品及び製品が61百万円、仕掛品が28百万円、有形固定資産が57百万円、投資その他の資産が83

百万円減少した一方、現金及び預金が２億76百万円増加したことなどによるものであります。 

負債合計は、58億37百万円となり、前連結会計年度末に対し１億73百万円減少となりました。その主な内容

は、未払金及び未払費用が85百万円、未払法人税等が15百万円、退職給付引当金が27百万円減少したことなどに

よるものであります。 

純資産合計は、68億４百万円となり、前連結会計年度末に対し２億25百万円増加となりました。その主な内容

は、利益剰余金が２億47百万円増加したことなどによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期累計期間におけ

る業績と今後の見通しを勘案し、平成23年５月13日に公表しました業績予想を修正しております。なお、業績予想

の修正内容につきましては、平成23年８月８日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,424,804 2,701,348

受取手形及び売掛金 1,828,628 1,832,453

有価証券 101,000 43,670

商品及び製品 1,464,581 1,403,161

仕掛品 547,298 518,488

原材料及び貯蔵品 320,739 318,101

その他 30,341 92,226

貸倒引当金 △99,983 △100,152

流動資産合計 6,617,409 6,809,298

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,533,863 1,509,968

機械装置及び運搬具（純額） 632,986 599,357

工具、器具及び備品（純額） 64,831 61,123

土地 1,703,462 1,703,462

その他（純額） 32,662 35,945

有形固定資産合計 3,967,806 3,909,857

無形固定資産 60,702 62,443

投資その他の資産   

投資有価証券 1,406,751 1,379,635

その他 686,980 630,970

貸倒引当金 △149,630 △149,619

投資その他の資産合計 1,944,102 1,860,985

固定資産合計 5,972,611 5,833,287

資産合計 12,590,021 12,642,585
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 627,984 588,498

短期借入金 2,599,999 2,601,506

未払金及び未払費用 539,123 453,300

未払法人税等 23,289 8,059

賞与引当金 167,655 151,681

その他 184,234 211,737

流動負債合計 4,142,286 4,014,784

固定負債   

長期借入金 119,160 109,035

退職給付引当金 974,020 946,559

役員退職慰労引当金 19,908 20,535

環境対策引当金 15,010 15,010

担保提供損失引当金 9,500 9,001

負ののれん 4,446 2,223

資産除去債務 163,100 163,100

その他 563,540 557,626

固定負債合計 1,868,685 1,823,090

負債合計 6,010,971 5,837,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,032,088 1,032,088

資本剰余金 2,562,439 2,562,439

利益剰余金 2,952,763 3,200,039

自己株式 △138,837 △138,837

株主資本合計 6,408,453 6,655,729

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,129 82,680

為替換算調整勘定 △9,387 △3,096

その他の包括利益累計額合計 103,741 79,583

少数株主持分 66,854 69,397

純資産合計 6,579,049 6,804,711

負債純資産合計 12,590,021 12,642,585
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,858,486 2,348,193

売上原価 1,286,076 1,407,819

売上総利益 572,409 940,374

販売費及び一般管理費 517,623 548,512

営業利益 54,786 391,861

営業外収益   

受取利息 2,386 1,472

受取配当金 10,177 12,118

担保提供損失引当金戻入額 － 499

その他 15,217 10,536

営業外収益合計 27,781 24,626

営業外費用   

支払利息 8,140 6,476

投資有価証券評価損 － 10

為替差損 4,926 2,107

その他 4,604 3,026

営業外費用合計 17,671 11,621

経常利益 64,895 404,866

特別利益   

投資有価証券売却益 5,990 －

特別利益合計 5,990 －

特別損失   

固定資産除売却損 846 279

投資有価証券評価損 － 57,329

有価証券評価損 24,810 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,835 －

特別損失合計 42,491 57,609

税金等調整前四半期純利益 28,394 347,256

法人税、住民税及び事業税 6,443 4,095

法人税等調整額 △1,214 △441

法人税等合計 5,228 3,653

少数株主損益調整前四半期純利益 23,165 343,603

少数株主利益又は少数株主損失（△） △865 446

四半期純利益 24,030 343,157
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 23,165 343,603

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71,615 △30,449

為替換算調整勘定 1,517 8,389

その他の包括利益合計 △70,098 △22,060

四半期包括利益 △46,932 321,542

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,446 318,999

少数株主に係る四半期包括利益 △485 2,543
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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