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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第70期

第１四半期連結
累計期間

第71期
第１四半期連結
累計期間

第70期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（千円） 8,865,19810,430,71951,703,319

経常利益（千円）（△は損失） △1,613,656△398,133△1,816,420

四半期（当期）純利益（千円）

（△は損失）
△2,307,561△793,494△16,713,405

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△2,355,634△522,090△16,307,076

純資産額（千円） 24,838,0429,812,09910,336,739

総資産額（千円） 54,053,18247,222,09652,976,692

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）（△は損失）
△55.63 △19.13 △402.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 44.35 18.71 18.13

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
4,271,5352,797,283△1,842,396

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△80,299△127,070△432,627

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△26,090△2,020,7753,377,084

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
7,505,7385,043,3974,406,885

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．第70期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

　 

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。なお、平成23年５月10日に設立された小糸工業分割準備株式会社を連結の範囲に含めております

（同社は平成23年８月１日にコイト電工株式会社へ商号変更をしております）。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

  なお、航空機シートの運航中座席の安全性確認作業対応費用や、納入遅延にかかるエアラインへの損害賠償債務の

引当て等により当社グループは、前々連結会計年度10,764百万円、前連結会計年度16,713百万円の当期純損失を計上、

当第１四半期連結累計期間においては793百万円の四半期純損失となりました。

　当該状況により、重要事象等として継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成23年５月25日開催の取締役会において、当社の完全子会社である小糸工業分割準備株式会社を吸収分割

承継会社とし、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行うことを決議し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。

また、平成23年６月29日開催の第70回定時株主総会において同分割契約の承認が決議されました。

　なお、平成23年８月１日に小糸工業分割準備株式会社はコイト電工株式会社に、当社（ＫＩホールディングス株式会

社）は小糸工業株式会社から商号変更しております。

　

（１）会社分割の目的

当社は、平成21年１月に航空機シートの使用材料にかかる不正が発覚し、その後、翌年２月に国土交通省航空局よ

り航空機シートの設計・製造過程において不正があったとして業務改善勧告を受け、当該問題に対処すべく、過去に

出荷した航空機シートモデルの技術基準への適合性確認作業を最優先で実施するなど多くの施策を実行してまいり

ました。これらの施策への対応費用や、航空機シート事業のエアラインに対する損害賠償債務の引当てにより、当社

の業績は急激に悪化いたしました。すなわち、平成22年３月期には約112億円、平成23年３月期には約168億円の当期

純損失（単独）をそれぞれ計上し、平成23年３月末の当社の純資産は約69億円にまで減少いたしました。

このような当社の業績及び財務体質の悪化という事態を放置すれば、当社の信用状況の低下により、業績が堅調に

推移している承継対象事業（すなわち、航空機シート事業以外の輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境

関連事業）にも大きな悪影響が及び、ひいては当社の事業継続が困難となることが予想されます。当社は、従来より、

鉄道、電機、交通システム等の様々な社会的インフラ整備を担ってまいりましたが、事業継続が困難になりますと、こ

のような社会的貢献を果たす責務を担うことが不可能となります。そこで、承継対象事業を分社化し、承継対象事業

の経営状況及び財務状況を航空機シート事業と明確に区別することが、当社の事業価値の維持・向上を図り、ひいて

は事業を継続して取引先に対する供給責任等の社会的責任を果たすために必要であるとの判断に至りました。

　このような観点から、当社は、承継対象事業を会社分割により分社化することといたしました。

なお、当社は、コンプライアンス機能を強化するとともにガバナンス体制を強化し、かつ個別事業における責任・

権限を明確化するため、将来的には航空機シート事業についても分社化し、最終的には純粋持株会社に移行すること

を検討しておりますが、航空機シート事業の分社化については、その実行可能性等を慎重に検討した上で最終的に決

定する予定であり、現段階では実行時期も未定です。

　

（２）会社分割の要旨

① 会社分割の日程

 分割契約承認取締役会開催日  平成23年５月25日

 分割契約承認株主総会開催日  平成23年６月29日

 実施日（効力発生日）  平成23年８月１日

　

② 会社分割の方式

当社の承継対象事業（すなわち、航空機シート事業以外の輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境関

連事業）を吸収分割により、承継会社に承継させる予定であります。

　

③ 会社分割にかかる割当ての内容

分割会社である当社に、承継会社の株式1,000株を割当て交付いたします。
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④ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

　

⑤ 会社分割により減少する資本金等

分割により当社の資本金等に変動はありません。

　

⑥ 承継会社が承継する権利義務

承継会社は、吸収分割契約に定めるところにより、本件分割の効力発生日において当社が承継対象事業に関して

有する一定の資産等の権利義務を承継するものといたします。

　

⑦ 債務履行の見込み

本件分割によっても、当社及び承継会社の債務の履行の見込みに影響は生じないと判断しております。

　

（３）分割当事会社の概要

　
　

分割会社

（平成23年３月31日現在）

承継会社

（平成23年５月25日現在）

（１）名称 小糸工業株式会社 小糸工業分割準備株式会社

（２）所在地 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地 静岡県駿東郡長泉町南一色720番地

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 掛川 隆 代表取締役 酒井 髙之

（４）事業内容

輸送機器関連事業

電気機器関連事業

住設環境関連事業

当社から会社分割により事業を承継す

るために必要な準備業務

（５）資本金 9,214,629,283 円 40,000,000 円

（６）設立年月日 昭和22年９月22日 平成23年５月10日

（７）発行済株式数 41,587,061 株 800 株

（８）決算期 ３月 ９月

（９）従業員数 1,531 名 2 名

（10）主要取引銀行
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社三井住友銀行
――――――

（11）大株主及び持株比率

株式会社小糸製作所  50.00%

 小糸工業取引先持株会 5.86%

 株式会社三井住友銀行 2.52%

 小糸工業従業員持株会 2.27%

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2.12%　

小糸工業株式会社 100.00%

（12）当事会社間の関係

 資本関係:承継会社は当社の完全子会社です。

 人的関係:当社から承継会社に対して役員及び従業員を派遣しております。

承継会社の従業員は、原則、当社からの出向とします。

 取引関係:当事会社間で工場用地等の賃貸借契約を締結する予定です。　
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（13）最近３年間の経営成績及び財政状態

　 当　　社

　 決算期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

　 連結純資産（百万円） 37,800 27,196 10,336

　 連結総資産（百万円） 70,247 58,005 52,976

　 １株当たり連結純資産（円） 896.27 637.35 231.65

　 連結売上高（百万円） 61,476 51,520 51,703

　 連結営業利益（百万円） 2,402 3,077 2,321

　 連結経常利益（百万円） 2,532 402 △1,816

　 連結当期純利益（百万円） 909 △10,764 △16,713

　 １株当たり連結当期純利益（円） 21.93 △260.18 △402.97

　 １株当たり配当金（円） 5.00 0.00 0.00

　

（４）分割する事業部門の概要

① 分割する部門の事業内容

　航空機シート事業以外の輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境関連事業

　

② 分割する部門の経営成績（単独）（平成23年3月期）

　 区　　　分 売 上 高 （百万円） 構 成 比 （％）

　
航空機シート事業以外の

輸送機器関連事業
18,077 42.06

　 電気機器関連事業 21,221 49.37

　 住設環境関連事業 2,357 5.48

　 合　　　計 41,655 96.92

　

③ 分割する資産、負債の項目及び金額（単独）（平成23年3月期）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

資　　　　　　　　　　　産 負　　　　　　　　　　　債

項　　　　　目 帳　簿　価　格 項　　　　　目 帳　簿　価　格

流　動　資　産 6,506 流　動　負　債 －

固　定　資　産 466 固　定　負　債 －

合　　　　　計 6,972 合　　　　　計 －

（注）分割する資産の金額は、いずれも平成23年３月期の貸借対照表に基づいて算出したものであり、実際に分割する

資産の金額とは異なる可能性があります。
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（５）会社分割後の状況

　　 分割会社 承継会社

（１）名称 ＫＩホールディングス株式会社 コイト電工株式会社

（２）所在地 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地 静岡県駿東郡長泉町南一色720番地

（３）
代表者の

役職・氏名
代表取締役社長 掛川 隆 代表取締役社長　掛川 隆

（４）事業内容
航空機シート事業

子会社事業活動の支配、管理

輸送機器関連事業

電気機器関連事業

住設環境関連事業

（５）資本金 9,214,629,283 円 90,000,000 円

（６）決算期 ９月 ９月
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、３月11日に発生した東日本大震災及びその後の電力供給不

足による企業活動の停滞や個人消費の低迷、また地方自治体の厳しい財政状態による公共事業関連予算の縮減や見

直し等により、先行き不透明な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、航空機シート部門及び中国子会社が売上増となったことにより、前年同期比増

となりました。

電気機器関連事業につきましては、主として情報システム部門が売上減となったことにより、前年同期比減とな

りました。

住設環境関連事業につきましては、住設機器部門が売上増となったことにより、前年同期比増となりました。

これらの結果、当第１四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17.7％増の10,430百

万円となりました。

損益につきましては、営業損失は121百万円と、前年同四半期に比べ減益となったものの、経常損失は、航空事業安

全対策費が減少したことにより、398百万円と前年同四半期と比べ大幅に改善いたしました。また四半期純損失につ

きましても、特別損失が減少したことにより、793百万円と前年同期と比べ大幅に改善いたしました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

636百万円増加（前年同期は4,152百万円の増加）し、当第１四半期連結会計期間末には5,043百万円となりました。

 

　当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は2,797百万円（前年同四半期は4,271百万円の増加）となりました。これは主に売

上債権の減少5,038百万円、たな卸資産の減少532百万円などの増加に対し、仕入債務の減少1,894百万円、税金等調

整前四半期純損失457百万円などの減少によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は127百万円（前年同四半期は80百万円の使用）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出34百万円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は2,020百万円（前年同四半期は26百万円の使用）となりました。これは主に借入金

の返済による支出2,018百万円（借入による収入と相殺後）によるものです。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、41百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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（5）継続企業の前提に関する重要事象等を解消又は改善するための対応策

当社は、平成22年２月に国土交通省航空局より業務改善勧告を受け、運航中座席の安全性の確認作業、品質管理体

制の再構築を最優先に取り組んでまいりました。

その結果、これらの諸施策への対応費用や、納入遅延にかかるエアラインへの損害賠償債務の引当てにより当社

グループは、前々連結会計年度10,764百万円、前連結会計年度16,713百万円の当期純損失を計上、当第１四半期連結

累計期間においては793百万円の四半期純損失となりました。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社といたしましては、当該状況を解消すべく、平成23年８月１日に、航空機シート事業以外の輸送機器関連事

業、電気機器関連事業及び住設環境関連事業を会社分割により、コイト電工株式会社として分社化いたします。

　当分社化により、当該航空機シート事業以外の事業の経営状況及び財務状況を航空機シート事業と明確に区別

し、事業価値の維持・向上に努めると共に、航空機シート事業においても、当該事業に特化した経営を進めること

で事業基盤の強化を図り、当該事業の企業価値、存続意義を関係者に訴求し、事業を継続してまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月２日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 41,587,061 41,587,061
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株　

計 41,587,061 41,587,061 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 41,587 － 9,214,629 － 8,211,217

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 114,000 －  

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,224,000 41,224 －

単元未満株式 普通株式 249,061 －
１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数  41,587,061 － －

総株主の議決権 － 41,224 －

 

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

小糸工業株式会社
神奈川県横浜市戸塚

区前田町100
114,000 － 114,000 0.27

計 － 114,000 － 114,000 0.27

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義になっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお、

当該株式数は、上記「発行株式数」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について明治監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 4,084,316 3,316,208

受取手形 2,539,414 3,614,570

売掛金 18,884,728 12,246,896

有価証券 400,193 1,799,815

製品 3,234,259 3,554,098

仕掛品 4,958,322 4,209,703

原材料及び貯蔵品 3,430,808 3,294,605

繰延税金資産 124,599 111,138

その他 381,060 307,450

貸倒引当金 △17,368 △8,748

流動資産合計 38,020,333 32,445,740

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,185,129 4,110,506

構築物（純額） 43,586 41,742

機械装置及び運搬具（純額） 468,897 434,175

工具、器具及び備品（純額） 601,202 542,718

土地 3,059,209 3,059,209

建設仮勘定 1,957 4,361

有形固定資産合計 8,359,983 8,192,713

無形固定資産

電話加入権 26,813 26,608

その他 840,273 776,887

無形固定資産合計 867,087 803,495

投資その他の資産

投資有価証券 4,954,943 5,000,632

保険積立金 72,789 73,996

繰延税金資産 161,004 164,443

その他 571,114 571,638

貸倒引当金 △30,565 △30,565

投資その他の資産合計 5,729,288 5,780,146

固定資産合計 14,956,358 14,776,355

資産合計 52,976,692 47,222,096
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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 1,056,120 800,214

買掛金 10,981,340 9,285,592

短期借入金 5,150,000 3,150,000

1年内返済予定の長期借入金 11,132 8,441

未払金 193,558 66,741

未払費用 1,914,204 1,513,626

未払法人税等 217,642 87,424

前受金 1,409,530 927,826

預り金 74,151 64,042

賞与引当金 499,820 445,159

役員賞与引当金 12,400 875

設備関係支払手形 32,145 －

その他 538,764 540,072

流動負債合計 22,090,810 16,890,018

固定負債

長期借入金 2,966,000 2,950,480

退職給付引当金 7,595,923 7,585,821

役員退職慰労引当金 230,337 226,983

環境対策引当金 199,088 199,088

損害賠償引当金 9,486,436 9,485,598

長期預り保証金 64,950 64,950

その他 6,406 7,057

固定負債合計 20,549,142 20,519,979

負債合計 42,639,952 37,409,997

純資産の部

株主資本

資本金 9,214,629 9,214,629

資本剰余金 8,211,217 8,211,217

利益剰余金 △7,252,864 △8,046,358

自己株式 △42,847 △42,948

株主資本合計 10,130,133 9,336,538

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △397,849 △354,120

為替換算調整勘定 △125,058 △146,285

その他の包括利益累計額合計 △522,908 △500,406

少数株主持分 729,514 975,966

純資産合計 10,336,739 9,812,099

負債純資産合計 52,976,692 47,222,096
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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)

売上高 8,865,198 10,430,719

売上原価 7,760,573 9,322,647

売上総利益 1,104,625 1,108,072

販売費及び一般管理費 1,056,003 1,229,961

営業利益又は営業損失（△） 48,621 △121,888

営業外収益

受取利息 13,290 20,445

受取配当金 18,380 18,822

保険配当金 77,931 30,084

賞与引当金戻入額 － 59,861

雑収入 27,238 86,699

営業外収益合計 136,841 215,912

営業外費用

支払利息 17,094 22,077

航空事業安全対策費 1,733,096 394,417

雑損失 48,927 75,662

営業外費用合計 1,799,119 492,157

経常損失（△） △1,613,656 △398,133

特別利益

固定資産売却益 － 197

特別利益合計 － 197

特別損失

固定資産除売却損 3,748 1,982

たな卸資産廃棄損 － 57,174

貸倒引当金繰入額 300,000 －

環境対策引当金繰入額 199,088 －

特別損失合計 502,836 59,157

税金等調整前四半期純損失（△） △2,116,492 △457,093

法人税等 69,649 77,736

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,186,141 △534,829

少数株主利益 121,419 258,664

四半期純損失（△） △2,307,561 △793,494

少数株主利益 121,419 258,664

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,186,141 △534,829

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △114,071 43,729

為替換算調整勘定 △55,420 △30,990

その他の包括利益合計 △169,492 12,739

四半期包括利益 △2,355,634 △522,090

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,463,269 △770,991

少数株主に係る四半期包括利益 107,634 248,901
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（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)

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損失（△） △2,116,492 △457,093

減価償却費 320,680 262,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） 299,079 △8,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125,011 △13,455

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,317 △66,186

受取利息及び受取配当金 △31,670 △39,267

支払利息 17,094 22,077

有形固定資産売却損益（△は益） 3,653 1,578

売上債権の増減額（△は増加） 10,167,084 5,038,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,169,973 532,157

仕入債務の増減額（△は減少） △1,631,727 △1,894,483

前払費用の増減額（△は増加） △186,533 △10,930

未払金の増減額（△は減少） △39,126 △64,519

未払費用の増減額（△は減少） 24,246 △384,432

その他 75,876 92,248

小計 4,524,862 3,010,032

利息及び配当金の受取額 37,882 53,334

利息の支払額 △14,195 △29,999

法人税等の支払額 △277,013 △236,083

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,271,535 2,797,283

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 △92,422 △34,871

投資有価証券の取得による支出 △1,799 △2,147

その他 13,921 △90,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,299 △127,070

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 － 2,850,000

短期借入金の返済による支出 △4,950 △4,860,291

長期借入金の返済による支出 △18,066 △7,920

配当金の支払額 △536 △13

少数株主への配当金の支払額 △2,450 △2,450

その他 △87 △100

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,090 △2,020,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,562 △12,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,152,582 636,512

現金及び現金同等物の期首残高 3,353,156 4,406,885

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,505,738 5,043,397
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【継続企業の前提に関する事項】

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

　当社は、平成22年２月に国土交通省航空局より業務改善勧告を受け、運航中座席の安全性の確認作業、品質管理体制の再

構築を最優先に取り組んでまいりました。

その結果、これらの諸施策への対応費用や、納入遅延にかかるエアラインへの損害賠償債務の引当てにより当社グルー

プは、前々連結会計年度10,764百万円、前連結会計年度16,713百万円の当期純損失を計上、当第１四半期連結累計期間に

おいては793百万円の四半期純損失となりました。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当社といたしましては、当該状況を解消すべく、平成23年８月１日に、航空機シート事業以外の輸送機器関連事業、電気

機器関連事業及び住設環境関連事業を会社分割により、コイト電工株式会社として分社化いたします。

　当分社化により、当該航空機シート事業以外の事業の経営状況及び財務状況を航空機シート事業と明確に区別し、事業

価値の維持・向上に努めると共に、航空機シート事業においても、当該事業に特化した経営を進めることで事業基盤の強

化を図り、当該事業の企業価値、存続意義を関係者に訴求し、事業を継続してまいります。

　上記の対応を進め、当該状況の解消、改善に努めてまいりますが、これらの対応策は実施途上であり、現時点では、継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継

続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。　
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

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）

連結の範囲の重要な変更

　　当第１四半期連結会計期間より、平成23年５月10日に設立された小糸工業分割準備株式会社を連結の範囲に含めてお

ります。なお、同社は平成23年８月１日にコイト電工株式会社へ商号変更をしております。

　

【追加情報】

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）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日現在） （平成23年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 5,878,916

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △72,497

有価証券 2,099,999

償還期限が３ヵ月以上の有価証券 △400,680

現金及び現金同等物 7,505,738

 

 （千円）

現金及び預金勘定 3,316,208

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △72,626

有価証券 1,799,815

現金及び現金同等物 5,043,397

 

　

EDINET提出書類

ＫＩホールディングス株式会社(E01970)

四半期報告書

17/21



 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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：千円）

 
　

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 5,532,4212,871,961460,8158,865,198 － 8,865,198

セグメント間の内部売上高

又は振替高
763,84972,818 － 836,668△836,668 －

計 6,296,2702,944,780460,8159,701,866△836,6688,865,198

セグメント利益（△は損失） 90,096234,56716,657341,321△292,69948,621

（注）１．セグメント利益の調整額△292,699千円は、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）

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：千円）

 
　

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 7,557,9582,308,468564,29210,430,719 － 10,430,719

セグメント間の内部売上高

又は振替高
459,82148,574 － 508,395△508,395 －

計 8,017,7802,357,042564,29210,939,115△508,39510,430,719

セグメント利益（△は損失） 386,565△127,66323,750282,652△404,541△121,888

（注）１．セグメント利益の調整額△404,541千円は、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損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純損失金額 637円35銭 19円13銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純損失金額（千円） 2,307,561 793,494

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 2,307,561 793,494

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,478 41,472

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

　当社は、平成23年６月29日の第70回定時株主総会での決議に基づき、平成23年８月１日に当社の完全子会社である小

糸工業分割準備株式会社を吸収分割承継会社とし、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行っております。

　なお、当該契約等に関する詳細事項は「第２『事業の状況』 ２『経営上の重要な契約等』」に記載しております。

　

 

２【その他】

（1）決算日後の状況

特記事項はありません。　

 

（2）訴訟

　　当社は、平成23年１月28日付で、全日本空輸株式会社（東京都港区東新橋一丁目５番２号、代表取締役　伊東信一

郎）より、損害賠償請求訴訟の提起を受けております。当該訴訟は、当社製航空機シートの納入義務の債務不履行に

基づく契約解除及び損害賠償請求を内容とするものであり、東京地方裁判所に係属中です。

　　また、平成23年６月14日付で、中華航空股?有限公司（中華民国台湾省桃園縣大園郷埔心村航站南路１号、代表取締

役会長　張家祝）より、損害賠償請求訴訟の提起を受けております。当該訴訟は、当社製航空機シートの納入義務の

債務不履行に基づく損害賠償請求を内容とするものであり、横浜地方裁判所に係属中です。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

  平成23年８月２日 

ＫＩホールディングス株式会社  

 取締役会 御中  

 　明治監査法人

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 芳　井　　誠　印

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 二階堂　博文　印

 
　代表社員

　業務執行社員　
公認会計士 田村　　　靖　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＫＩホールディング

ス株式会社（旧会社名 小糸工業株式会社）の平成23年４月１日から平成23年９月30日までの連結会計年度の第１四半期

連結会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＫＩホールディングス株式会社及び連結子会社の平成23年６月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
強調事項

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前々連結会計年度及び前連結会計年度において当期純

損失、当第１四半期連結累計期間においても四半期純損失を計上している状況にあり、現時点では継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当

該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年６月29日の第70回定時株主総会での決議に基づき、平成23年

８月１日に完全子会社である小糸工業分割準備株式会社を吸収分割承継会社とし、会社を吸収分割会社とする吸収分

割を行っている。　
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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