




（参考）

平成28年９月期の個別業績予想（平成27年10月１日～平成28年９月30日）

（％表示は、対前期増減率）

円 銭

通 期

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

 ※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　（将来に関する記述等についてのご注意）

　　 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。

百万円％百万円 ％百万円 ％ 百万円 ％

300 △ 38.6 △ 900

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

77.22－ 1,600 △ 35.8 3,200 －
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、年明け以降の金融市場の混乱による内外需

の大幅な悪化で先行き不透明感が拡大し、企業の景況感や消費者マインドの下振れ、生産抑制など

により、足踏み状態が長期化する状況で推移いたしました。

このような経済環境のもとで、当社グループのセグメント別売上高は以下の状況となりました。

輸送機器関連事業につきましては、鉄道車両機器部門及び中国子会社が売上増となったことによ

り、前年同期比11.3％増の14,507百万円となりました。

電気機器関連事業につきましては、照明、情報システム、交通システム各部門が売上減となった

ことにより、前年同期比6.1％減の15,467百万円となりました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器、環境システム両部門ともに売上減となったことに

より、前年同期比11.0％減の962百万円となりました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の売上高は、前年同期比

1.2％増の30,937百万円となりました。

損益につきましては、原価低減及び経費削減を徹底したものの営業利益は前年同期比11.7％減の

3,963百万円と前年同期に比べ減少し、経常利益も前年同期比10.6％減の3,958百万円となりまし

た。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、航空機シート事業の損害賠償引当金戻入

額を特別利益に計上したこと等により3,470百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は受取手形及び売掛金の増加3,969

百万円、有価証券の減少819百万円、仕掛品の減少540百万円などにより、前連結会計年度末に比べ

1,588百万円増加し、38,295百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の減少195百万

円、建物及び構築物の減少99百万円などにより、前連結会計年度末に比べ351百万円減少し、

12,884百万円となりました。これらの結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,236百万円増加

し、51,179百万円となりました。

負債につきましては、長期借入金の増加8,969百万円、損害賠償引当金の減少7,552百万円、短期

借入金の減少5,227百万円などにより、前連結会計年度末に比べ2,571百万円減少し、39,092百万円

となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益3,470百万円、非支配株主持分の増加

700百万円などにより、前連結会計年度末に比べ3,807百万円増加し、12,087百万円となりました。

　

また、当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動

によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益5,035百万円、仕入債務の増加2,077百万円

などの増加に対し、損害賠償金の支払額6,468百万円、売上債権の増加4,503百万円などの減少によ

り、4,199万円の使用となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の償還による収入105百万円などにより、68百

万円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借れによる収入10,000百万円、短期借入金の純減額

5,215百万円、非支配株主への配当金の支払額1,165百万円などにより、3,579百万円の増加となり

ました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は5,612百万円となり、前

連結会計年度末に比べ728百万円の減少となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年１月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計

基準」という。）、「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25年９月13日。

以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平

成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用

し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計

上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更してお

ります。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映さ

せるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び

連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変

動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動による

キャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしく

は連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシ

ュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項

(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結

会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益への影響はありません。
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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)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,420 5,511

受取手形及び売掛金 18,893 22,863

有価証券 921 101

製品 3,417 3,244

仕掛品 2,734 2,194

原材料及び貯蔵品 4,806 4,272

繰延税金資産 113 126

その他 845 327

貸倒引当金 △444 △345

流動資産合計 36,707 38,295

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,753 2,654

機械装置及び運搬具（純額） 174 142

工具、器具及び備品（純額） 174 151

土地 2,971 2,971

有形固定資産合計 6,074 5,919

無形固定資産 230 209

投資その他の資産

投資有価証券 6,540 6,345

繰延税金資産 100 99

その他 299 320

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 6,931 6,755

固定資産合計 13,236 12,884

資産合計 49,943 51,179
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,930 11,771

短期借入金 12,224 6,997

1年内返済予定の長期借入金 70 1,063

未払法人税等 234 403

賞与引当金 465 461

その他 3,950 2,359

流動負債合計 26,875 23,057

固定負債

長期借入金 1,057 10,027

繰延税金負債 937 868

役員退職慰労引当金 306 309

環境対策引当金 191 191

損害賠償引当金 7,552 －

退職給付に係る負債 4,671 4,563

その他 71 74

固定負債合計 14,788 16,034

負債合計 41,663 39,092

純資産の部

株主資本

資本金 9,214 9,214

資本剰余金 8,211 8,211

利益剰余金 △14,646 △11,175

自己株式 △52 △54

株主資本合計 2,726 6,195

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,968 1,935

為替換算調整勘定 674 354

退職給付に係る調整累計額 △159 △167

その他の包括利益累計額合計 2,484 2,122

非支配株主持分 3,068 3,769

純資産合計 8,279 12,087

負債純資産合計 49,943 51,179
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 30,578 30,937

売上原価 23,056 24,288

売上総利益 7,521 6,648

販売費及び一般管理費 3,032 2,685

営業利益 4,489 3,963

営業外収益

受取利息 83 34

受取配当金 22 23

為替差益 162 －

貸倒引当金戻入額 78 73

その他 44 100

営業外収益合計 391 232

営業外費用

支払利息 38 86

航空事業安全対策費 357 34

その他 55 116

営業外費用合計 451 237

経常利益 4,429 3,958

特別利益

固定資産売却益 － 2

投資有価証券償還益 － 6

損害賠償引当金戻入額 － 1,068

特別利益合計 － 1,078

特別損失

固定資産除売却損 0 1

損害賠償引当金繰入額 4,123 －

特別損失合計 4,123 1

税金等調整前四半期純利益 306 5,035

法人税等 646 580

四半期純利益又は四半期純損失（△） △340 4,454

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△1,093 3,470

非支配株主に帰属する四半期純利益 752 984

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 869 △32

為替換算調整勘定 603 △603

退職給付に係る調整額 △15 △8

その他の包括利益合計 1,457 △644

四半期包括利益 1,117 3,809

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 86 3,108

非支配株主に係る四半期包括利益 1,030 700
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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26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３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 306 5,035

減価償却費 188 190

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △77

退職給給付に係る負債の増減額（△は減少） △165 △117

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △4

損害賠償引当金繰入額 4,123 －

損害賠償引当金戻入額 － △1,068

受取利息及び受取配当金 △106 △58

支払利息 38 86

投資有価証券償還損益 － △6

固定資産除売却損益（△は益） 0 △1

売上債権の増減額（△は増加） △6,000 △4,503

たな卸資産の増減額（△は増加） △694 961

仕入債務の増減額（△は減少） 2,064 2,077

その他 △519 △111

小計 △775 2,401

利息及び配当金の受取額 99 55

利息の支払額 △38 △77

損害賠償金の支払額 △63 △6,468

法人税等の支払額 △395 △111

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,173 △4,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △21 △27

無形固定資産の取得による支出 △2 △9

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の償還による収入 700 105

その他 － 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,173 68

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少） △600 △5,215

長期借入れによる収入 － 10,000

長期借入金の返済による支出 △37 △37

非支配株主への配当金の支払額 △746 △1,165

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,386 3,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 172 △176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,213 △728

現金及び現金同等物の期首残高 6,679 6,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,466 5,612

決算短信 （宝印刷）  2016年04月25日 08時44分 7ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



ＫＩホールディングス株式会社(6747) 平成28年９月期 第２四半期決算短信

8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年3月31日)

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

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益及び包括
利益計算書
計上額
(注) ２

輸送機器
関連事業

電気機器
関連事業

住設環境
関連事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 13,029 16,466 1,081 30,578 － 30,578

セグメント間の内部売上高
又は振替高

953 971 － 1,924 △1,924 －

計 13,982 17,437 1,081 32,502 △1,924 30,578

セグメント利益 2,603 2,234 29 4,867 △377 4,489

(注) １．セグメント利益の調整額△377百万円は、各報告セグメントに配分していない提出会社の管理部門等に係る

費用です。

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

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年3月31日)

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

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益及び包括
利益計算書
計上額
(注) ２

輸送機器
関連事業

電気機器
関連事業

住設環境
関連事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 14,507 15,467 962 30,937 － 30,937

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,259 907 － 2,167 △2,167 －

計 15,767 16,374 962 33,104 △2,167 30,937

セグメント利益 3,245 1,090 26 4,363 △399 3,963

(注) １．セグメント利益の調整額△399百万円は、各報告セグメントに配分していない提出会社の管理部門等に係る

費用です。

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