
  

（百万円未満切捨て）

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

（注）包括利益 24年３月期第２四半期 百万円（ ％） 23年３月期第２四半期 百万円（－％） 
  

  

  
２．配当の状況 

  
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） 

  
   

サマリー情報（四半期報・連結）

 

  

   

平成24年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結）  

 

      平成23年11月７日

上 場 会 社 名 ＫＹＢ株式会社（カヤバ工業） 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 7242 ＵＲＬ http://www.kyb.co.jp 

代  表  者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名）臼井 政夫 

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理本部財務部長 （氏名）荒川 均 ＴＥＬ 03-3435-3541 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月８日      配当支払開始予定日 平成23年12月６日   

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・無 （機関投資家・アナリスト向け） 

(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２四半期  164,727  5.6  12,486 △1.0  11,996  2.0  7,147 △11.3

23年３月期第２四半期  155,928  41.6  12,607 －  11,759  －  8,059 －

5,642 4.7 5,391

  
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２四半期  32.33 －

23年３月期第２四半期  36.89 －

(2）連結財政状態  

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期  276,857  94,297  33.2

23年３月期  285,134  89,964  30.6

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 91,927百万円 23年３月期 87,365百万円 

  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  － 4.00 － 4.00  8.00

24年３月期  －       4.00       

24年３月期（予想）   － 4.00  8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有・無

  （％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  338,000  5.6 22,000 △8.9 21,000 △12.4  13,000  △23.6 58.81

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 ・無



４．その他 

  

  

(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きの対象外であり、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レビュー手続きが実施中です。 

  

※ 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および合理的であると判

断する一定の情報に基づいており、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。 

  

(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） ： 有 ・無

新規 - 社 、除外 １社 （社名）KYB do Brasil Fabricante de Autopeças Ltda. 

(注)詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（その他）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」をご覧ください。  

(2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有・無

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 ・無

② ①以外の会計方針の変更        ： 有 ・無

③ 会計上の見積りの変更         ： 有 ・無

④ 修正再表示              ： 有 ・無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 222,984,315株 23年３月期 222,984,315株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 1,918,098株 23年３月期 1,907,716株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 221,070,694株 23年３月期２Ｑ 218,465,796株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、東南アジアでは堅調に推移しましたが、欧州の債務問題への不安

や米国経済の先行き懸念、中国やインドにおける金融引き締め影響等により不透明感が強まりました。  

 このような環境のもと、当社製品の主要な需要先である国内の自動車業界は、東日本大震災の影響が大きく、生産

台数は前年同期比18.5％の減少となりました。一方建設機械業界は、内需が対前年同期比24.1％の大幅増加となり、

また外需も堅調に推移したことから、出荷額は全体で19.5％増加いたしました。 

 このような状況の中で、当社グループは中国において建設機械用油圧機器および四輪車用油圧機器工場を新設し、

ブラジルにおいて韓国マンド社との合弁による新会社を設立してグローバル生産体制の充実を図りました。また、自

社開発力の強化を目的にテストコースを併設したＫＹＢ開発実験センターを開設いたしました。 

 経常利益につきましては、四輪車用油圧緩衝器の市販の拡大および建設機械需要への対応に努めたこと、グループ

全体で原価低減活動を主とする事業構造改革を推進したことにより、前第２四半期連結累計期間に比べ２億円の増益

となりました。 

 四半期純利益につきましては、前第２四半期連結累計期間に比べ９億円減少の71億円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態につきましては、総資産が2,768億円と前連結会計年度末に比べ82億円の減少となりました。流動資産は

売上高の増加により受取手形及び売掛金が増加する一方、借入金返済等により現金及び預金が減少し、106億円減少

の1,670億円となりました。固定資産は、新規設備投資により有形固定資産が増加し、23億円増加の1,098億円となり

ました。 

 負債は借入金返済等により、126億円減少の1,825億円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の増加により、43億円増加の942億円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の連結業績予想につきましては、前回（平成23年８月３

日）発表の通期連結業績予想を以下のとおり修正をいたしました。 

 これは、第２四半期連結累計期間においては、利益面で予想を上回ったものの、第３四半期連結会計期間以降に

おける建設機械の中国での需要減、タイでの洪水の影響等、世界的な経済環境の不透明感を勘案したことによりま

す。  
  
平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正 

     （平成23年４月１日～平成24年３月31日）                       

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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

 前回発表予想（Ａ）   

（平成23年８月３日）  340,000  20,800  21,500  13,700  61.97

今回修正予想（Ｂ）  338,000  22,000  21,000  13,000  58.81

増減額（Ｂ－Ａ）  △2,000  1,200  △500  △700  －

増減率（％）  △0.6  5.8  △2.3  △5.1  －

（ご参考） 前期実績 

（平成23年３月期）  
 320,082  24,151  23,972  17,014  77.54
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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 

 第１四半期連結会計期間において、KYB do Brasil Fabricante de Autopeças Ltda.（現KYB-Mando do Brasil 

Fabricante de Autopeças S.A.）については保有する株式の50％を売却したため、連結子会社から持分法適用関連

会社に変更しております。また、KYB Europe Headquarters GmbHについては重要性が増したため、連結の範囲に含

めております。  

  

（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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 46,208 25,358

受取手形及び売掛金 80,184 86,519

製品 16,534 17,529

仕掛品 12,879 12,810

原材料及び貯蔵品 8,098 7,462

繰延税金資産 4,107 3,973

短期貸付金 5,051 6,779

その他 5,058 7,016

貸倒引当金 △469 △443

流動資産合計 177,654 167,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,144 24,590

機械装置及び運搬具（純額） 35,910 35,919

土地 22,324 22,458

リース資産（純額） 1,725 1,789

建設仮勘定 4,318 6,254

その他（純額） 2,397 2,423

有形固定資産合計 90,821 93,437

無形固定資産   

のれん 16 5

ソフトウエア 67 51

その他 1,107 1,100

無形固定資産合計 1,191 1,157

投資その他の資産   

投資有価証券 10,258 10,582

繰延税金資産 3,418 3,179

その他 1,828 1,545

貸倒引当金 △38 △50

投資その他の資産合計 15,467 15,256

固定資産合計 107,479 109,851

資産合計 285,134 276,857
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68,340 69,025

短期借入金 34,802 25,992

リース債務 293 352

未払金 7,083 8,289

未払法人税等 4,959 3,367

設備関係支払手形 756 2,147

製品保証引当金 2,949 2,817

役員賞与引当金 311 100

その他 12,134 11,618

流動負債合計 131,630 123,711

固定負債   

長期借入金 44,774 40,138

リース債務 1,455 1,468

再評価に係る繰延税金負債 4,513 4,513

退職給付引当金 10,767 10,618

役員退職慰労引当金 666 247

環境対策引当金 222 222

資産除去債務 209 351

その他 930 1,287

固定負債合計 63,539 58,848

負債合計 195,169 182,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,113 19,113

資本剰余金 21,008 21,008

利益剰余金 49,293 55,550

自己株式 △531 △537

株主資本合計 88,883 95,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,365 1,027

土地再評価差額金 4,768 4,768

為替換算調整勘定 △7,652 △9,003

その他の包括利益累計額合計 △1,518 △3,207

少数株主持分 2,599 2,370

純資産合計 89,964 94,297

負債純資産合計 285,134 276,857
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 155,928 164,727

売上原価 124,956 131,171

売上総利益 30,972 33,556

販売費及び一般管理費 18,364 21,069

営業利益 12,607 12,486

営業外収益   

受取利息 127 96

受取配当金 191 305

受取技術料 89 109

持分法による投資利益 772 559

助成金収入 23 32

その他 400 472

営業外収益合計 1,605 1,575

営業外費用   

支払利息 933 792

為替差損 1,375 1,056

その他 144 216

営業外費用合計 2,453 2,066

経常利益 11,759 11,996

特別利益   

固定資産売却益 6 11

負ののれん発生益 133 －

貸倒引当金戻入額 13 －

関係会社株式売却益 410 26

その他 31 －

特別利益合計 594 38

特別損失   

固定資産処分損 176 128

減損損失 236 120

投資有価証券評価損 － 3

特別退職金 51 26

事業構造改善費用 2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 165 －

その他 16 －

特別損失合計 648 278

税金等調整前四半期純利益 11,705 11,756

法人税、住民税及び事業税 2,279 3,816

法人税等調整額 958 510

法人税等合計 3,237 4,327

少数株主損益調整前四半期純利益 8,468 7,429

少数株主利益 408 281

四半期純利益 8,059 7,147
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,468 7,429

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △448 △337

為替換算調整勘定 △2,582 △1,365

持分法適用会社に対する持分相当額 △45 △82

その他の包括利益合計 △3,077 △1,786

四半期包括利益 5,391 5,642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,086 5,458

少数株主に係る四半期包括利益 304 184
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 11,705 11,756

減価償却費 6,545 6,166

固定資産売却損益（△は益） △6 △11

固定資産処分損益（△は益） 176 128

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 3

関係会社株式売却損益（△は益） △410 △26

減損損失 236 120

のれん償却額 16 16

負ののれん償却額 △18 △0

負ののれん発生益 △133 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △83 △135

製品保証引当金の増減額（△は減少） 776 △16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63 △19

環境対策引当金の増減額（△は減少） 15 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 140 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 165 －

受取利息及び受取配当金 △319 △401

支払利息 933 792

持分法による投資損益（△は益） △772 △559

売上債権の増減額（△は増加） △8,925 △7,485

たな卸資産の増減額（△は増加） △236 △528

仕入債務の増減額（△は減少） 9,435 1,536

未払金の増減額（△は減少） 950 346

その他 △977 △2,740

小計 19,087 8,746

利息及び配当金の受取額 537 952

利息の支払額 △960 △830

法人税等の支払額 △1,101 △5,350

法人税等の還付額 202 159

補助金の受取額 179 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,944 3,677
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,606 △725

定期預金の払戻による収入 1,380 2,180

有形固定資産の取得による支出 △3,193 △8,823

有形固定資産の売却による収入 96 234

投資有価証券の取得による支出 △3 △302

関係会社株式の取得による支出 △225 －

関係会社株式の売却による収入 1,349 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △277

関係会社出資金の払込による支出 △163 △252

貸付けによる支出 △182 △90

貸付金の回収による収入 184 995

その他 △164 117

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,529 △6,945

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） △4,150 2,098

リース債務の返済による支出 △136 △159

長期借入れによる収入 377 65

長期借入金の返済による支出 △2,560 △15,062

社債の償還による支出 △10 －

自己株式の取得による支出 △425 △6

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △546 △884

少数株主への配当金の支払額 △127 △269

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,579 △14,217

現金及び現金同等物に係る換算差額 △969 △250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,865 △17,735

現金及び現金同等物の期首残高 37,663 48,122

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 123

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △19 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 41,510 30,510

Ｋ Ｙ Ｂ㈱（カヤバ工業）(7242)　　平成24年３月期　第２四半期決算短信　　　

- 9 -



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

(注)「ＡＣ事業」は「オートモーティブコンポーネンツ事業」の略称であり、「ＨＣ事業」は「ハイドロリックコンポー

ネンツ事業」の略称となっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

 部門別売上高（連結） 

区分 

前第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) 

当第２四半期
連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

対前期増減
（△印減） 

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

売上高 

(百万円) 

構成比 
(％) 

売上高
(百万円) 

構成比
(％) 

百万円   ％ 
売上高 
(百万円) 

構成比
(％) 

 ＡＣ事業  94,673  60.7  90,159  54.7  △4,513  △4.8  186,795  58.3

四輪車用(油圧緩衝器)  (60,265)  (38.6)  (56,936)  (34.5)  (△3,329)  (△5.5)  (119,077)  (37.2)

二輪車用(油圧緩衝器)  (11,156)  (7.2)  (11,671)  (7.1)  (515)  (4.6)  (22,297)  (7.0)

四輪車用(油圧機器)  (19,465)  (12.5)  (18,005)  (10.9)  (△1,460)  (△7.5)  (38,591)  (12.1)

その他製品   (3,785)  (2.4)  (3,546)  (2.2)  (△238)  (△6.3)  (6,828)  (2.0)

 ＨＣ事業  55,440  35.6  69,230  42.1  13,790  24.9  121,221  37.9

産業用(油圧機器)  (48,886)  (31.4)  (61,778)  (37.5)  (12,891)  (26.4)  (107,403)  (33.6)

航空機用(油圧機器)   (2,790)  (1.8)  (3,222)  (2.0)  (431)  (15.5)  (5,481)  (1.7)

その他製品  (3,763)  (2.4)  (4,229)  (2.6)  (466)  (12.4)  (8,335)  (2.6)

 その他  5,814  3.7  5,337  3.2  △477  △8.2  12,066  3.8

特装車両  (819)  (0.5)  (979)  (0.6)  (160)  (19.6)  (1,583)  (0.5)

その他製品  (4,995)  (3.2)  (4,357)  (2.6)  (△637)  (△12.8)  (10,482)  (3.3)

 合     計  155,928  100.0  164,727  100.0  8,799  5.6  320,082  100.0
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