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      (財)財務会計基準機構会員  

  

 

 

平成 20 年５月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 19 年 10 月４日 

上 場 会 社 名         ケイティケイ株式会社      上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号           3035                      ＵＲＬ  http://www.ktk.gr.jp/                        
代  表  者 （役職名）代表取締役社長（氏名）伊藤 主計 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長（氏名）木村 裕史   ＴＥＬ (052)931－1881(代)      
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年５月期第１四半期の連結業績（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 19 年８月 20 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年５月期第１四半期 2,507  △1.7 4 △87.6 2 △92.4 △0   ―

19年５月期第１四半期 2,550   ― 37   ― 37   ― 21   ―

19 年５月期 10,487   3.1 151 △40.2 144 △33.4 75 △52.7

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

円    銭 円    銭

20 年５月期第１四半期 △0  19 ― 

19 年５月期第１四半期 5  73 ― 

19 年５月期 20  62 ― 

 
(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

20 年５月期第１四半期 4,715 2,040 43.3 560  83 

19 年５月期第１四半期 5,158 2,060 39.9 560  84 

19 年５月期 5,225 2,069 39.6 568  92 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高
百万円 百万円 百万円 百万円

20 年５月期第１四半期 △362 △32 △34 599 

19 年５月期第１四半期 △81 △58 △53 956 

19 年５月期 260 △182 △198 1,029 

 
２．平成 20 年５月期の連結業績予想（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 20 年５月 20 日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 5,336  1.3 108 △9.0 103 △10.5 53 △18.4 14  79 

通     期 10,687  1.9 204  35.4 195  35.9 101  33.9 27  83 
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３．その他 

  
(1) 期中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 

［除外   １社（社名 株式会社スワットビジネス）］ 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］ 
 

(参考) 個別業績の概要 
１．平成 20 年５月期第１四半期の個別業績（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 19 年８月 20 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年５月期第１四半期 2,506  0.0 △3    ― 3 △90.2 △3      ―

19年５月期第１四半期 2,505   ― 26   ― 33   ― 19   ―

19 年５月期 10,336  1.5 116 △49.1 136 △35.5 73 △52.8

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

円    銭 円    銭

20 年５月期第１四半期 △1  06  ― 

19 年５月期第１四半期 5  42  ― 

19 年５月期 20  12    ― 

 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年５月期第１四半期 4,577 1,911 41.8 525  53 

19 年５月期第１四半期 4,922 1,936 39.3 526  94 

19 年５月期 5,015 1,944 38.8 534  49 

 
２．平成 20 年５月期の個別業績予想（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 20 年５月 20 日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 5,342  3.3 89 △13.0 96 △16.8 51 △25.7 14  02 

通     期 10,700  3.5 167  44.0 180  32.6 93  26.3 25  62 

 

（注）業績予想につきましては、本資料の発表日現在における入手可能な情報及び将来の業績に影

響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によ

り予想数値と異なる結果と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きましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想

に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当連結第１四半期（平成 19 年 5 月 21 日から平成 19 年 8 月 20 日）におけるわが国経済は、好調

な企業業績を背景とした設備投資が順調に増加し、さらに雇用環境の改善等により、緩やかな景気

拡大が続きました。 

 当社グループを取り巻く経営環境は、従来にも増して激しい価格競争が続く中、２次店取引先の

債権取立不能が生じたことで、当初計画してまいりました薄利な２次店ビジネスの縮小計画を更に

推進させなければならない状況となりました。その他に、輸入純正トナーカートリッジにおいて、

中国製偽造品の国内流入に関する情報が、新聞紙上並びにプリンタメーカーのホームページ上に公

開されている中、当社グループはコンプライアンス上の観点から輸入純正トナーカートリッジの在

庫の確認を行い、偽造品の一部混入を確認したことと、現状の輸入純正トナーカートリッジの入手

難により、今後は更に偽造品の国内流入リスクが高くなると予想されることから、仕入先の厳選及

び仕入検品体制の充実を図っております。 

 このような状況のもと、当社グループは主力商品であるリサイクル商品（リパックトナー）並び

に IT 商品の拡販を行うとともに、「ケイティケイ はっするネット」の拡大に注力し、利益確保をよ

り重視した営業活動に努め売上総利益率を改善しておりますが、２次店ビジネスと輸入純正トナー

カートリッジの販売縮小は、当社グループの業績に大きく影響しております。 

 これらの結果、売上高は 2,507 百万円（前年同期比 1.7％減）となりました。また、民事再生手続

を開始した株式会社工栄工業に対する債権の回収不能見込額の全額に対して貸倒引当金を計上した

こと等により、営業利益は 4百万円（前年同期比 87.6％減）、経常利益は 2百万円（前年同期比 92.4％

減）、第 1 四半期純損失は百万円以下の 714 千円（前年同期は第 1 四半期純利益 21 百万円）となり

ました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当連結第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ 510 百万円減少し 4,715 百万円と

なりました。 

 流動資産は、現金及び預金が 424 百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が 177 百万円減少し

たこと等で前連結会計年度末に比べ 518 百万円減少しております。固定資産は、有形固定資産が 7

百万円減少し、無形固定資産が 12 百万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ 8 百万円増加の

1,988 百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が 357 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ

478 百万円減少して 2,378 百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が 26 百万円減少したことにより前連結会計年度末に比べ 29 百万円減少し

2,040 百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 39.6％から 43.3％になりました。 
 

 

 

 

 



 4

ケイティケイ㈱（3035）  平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済状況につきましては、為替や原油価格、米国経済等の動向にて企業収益への影響が懸

念されるものの、国内景気は引き続き緩やかに拡大基調で推移するものと予想されます。 

 このような環境において当社グループは、収益の柱であるリサイクルトナーカートリッジ（リパ

ックトナー）において、マーケットが拡大しているカラートナーカートリッジを中心に引き続き拡

販強化してまいります。 

 また、収益性の高い IT 商品は、従来のレンタルサーバ商品の他に電子署名付加サーバ及びメール

暗号化サーバソフトウエア（SPIS-BOX シリーズ）の機能強化が進み、当社グループの利益の向上の

ためにもビジネスの拡大を図ります。 

 オフィスサプライの Web 購買システムである「ケイティケイ はっするネット」を中心にシステム

導入顧客数の増加と Web 受注率の向上が進み、当社グループビジネスの安定基盤としてさらに強化

してまいります。 

 中間期及び通期の連結業績予想につきましては、上記主力商品の販売主要施策の推進強化をして

おりますが、３ページ【定性的情報・財務諸表等】１．連結経営成績に関する定性的情報に記載い

たしましたとおり、当社は今期、優良２次店を除く薄利な２次店ビジネス並びに輸入純正トナーカ

ートリッジ販売を縮小することを見込んでおり、当該事業が業績に与える影響については、現在精

査中でありますが、事業の縮小規模等によっては当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 

４．その他 

(1)期中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） 

 連結除外：株式会社スワットビジネス 

 前期末において当社の連結子会社でありました株式会社スワットビジネスは、平成 19 年５月 21

日付で当社に吸収合併され、消滅しました。 

 

(2)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 中間連結財務諸表作成基準に準拠しつつ、影響額が僅少な項目について一部簡便的な手続きを用

いております。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

            （単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成 19 年５月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末

（平成19年５月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）    
Ⅰ流動資産   
現金及び預金 1,071,885 708,437 △363,447 △33.9 1,133,423

受取手形及び売掛金 1,792,116 1,595,303 △196,812 △11.0 1,772,409

有価証券 20,715 20,774 59 0.3 20,755

たな卸資産 364,177 361,596 △2,580 △0.7 300,540

繰延税金資産 24,094 26,743 2,648 11.0 17,677

その他 5,618 20,633 15,014 267.2 8,294

 貸倒引当金 △6,638 △7,042 △403 6.1 △8,023

流動資産合計 3,271,969 2,726,446 △545,522 △16.7 3,245,075

Ⅱ固定資産  

有形固定資産 1,193,528 1,165,612 △27,915 △2.3 1,172,716

無形固定資産 106,103 183,188 77,085 72.7 170,301

投資その他の資産 591,644 667,006 75,362 12.7 648,168

 貸倒引当金 △4,723 △27,139 △22,415 474.5 △10,834

固定資産合計 1,886,552 1,988,668 102,116 5.4 1,980,351

資産合計 5,158,521 4,715,115 △443,405 △8.6 5,225,426

（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

 支払手形及び買掛金 1,530,212 1,225,620 △304,592 △19.9 1,583,212

短期借入金 859,560 825,000 △34,560 △4.0 832,500

未払法人税等 30,886 16,929 △13,956 △45.2 37,002

その他 362,979 310,650 △52,329 △14.4 404,154

流動負債合計 2,783,639 2,378,200 △405,438 △14.6 2,856,869

Ⅱ固定負債  

長期借入金 48,900 23,900 △25,000 △51.1 27,650

退職給付引当金 ― ― ― ― 425

役員退職慰労引当金 245,316 257,388 12,072 4.9 254,370

その他 19,873 15,620 △4,253 △21.4 16,684

固定負債合計 314,089 296,908 △17,181 △5.5 299,129

負債合計 3,097,728 2,675,108 △422,619 △13.6 3,155,998
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成 19 年５月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19年５月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（純資産の部） 
Ⅰ株主資本 
資本金 
資本剰余金 

294,675

259,675

294,675

259,675

―

―

 

 

― 

― 

294,675

259,675

利益剰余金 
自己株式 

株主資本合計 
Ⅱ評価・換算差額等 

1,488,507

△554

2,042,303

1,491,157

△20,883

2,024,623

2,649

△20,329

△17,680

0.2 

― 

△0.9 

 

1,517,334

△20,883

2,050,800

 その他有価証券評価 
 差額金 18,488 15,382 △3,105 △16.8 18,626

評価・換算差額等合計 18,488 15,382 △3,105 △16.8 18,626

純資産合計 2,060,792 2,040,006 △20,785 △1.0 2,069,427

負債純資産合計 5,158,521 4,715,115 △443,405 △8.6 5,225,426
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年５月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19年５月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ売上高 2,550,718 2,507,852 △42,866 △1.7 10,487,234

Ⅱ売上原価 1,986,734 1,939,002 △47,732 △2.4 8,183,215

売 上 総 利 益 563,984 568,850 4,865 0.9 2,304,019

Ⅲ販売費及び一般管理費 526,237 564,163 37,926 7.2 2,152,833

営業利益 37,747 4,686 △33,060 △87.6 151,186

Ⅳ営業外収益 3,206 2,684 △522 △16.3 13,236

受取家賃 858 936 77 9.0 3,575

その他 2,348 1,748 △600 △25.6 9,661

Ⅴ営業外費用 3,695 4,523 827 22.4 20,225

支払利息 3,526 4,143 617 17.5 15,559

その他 169 380 210 124.2 4,665

経 常 利 益 37,258 2,847 △34,411 △92.4 144,197

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は純損失（△）

37,258 2,847 △34,411 △92.4 144,197

法人税、住民税及び事業税 27,945 16,544 △11,400 △40.8 71,762

法人税等調整額 △11,758 △12,983 △1,224 10.4 △3,183

四半期（当期）純利益
又は純損失（△） 21,071 △714 △21,785 ― 75,618

 

(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期（平成 19 年５月期 第１四半期） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

平成 18 年５月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,518,879 △554 2,072,674 20,737 2,093,411

   

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △51,442 △51,442 △51,442

四半期純利益  21,071 21,071 21,071

株主資本以外の項目の当
四半期の変動額（純額） 

  △2,248 △2,248

当四半期の変動額合計
（千円） 

― ― △30,371 △30,371 △2,248 △32,619

   

平成 18 年８月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,488,507 △554 2,042,303 18,488 2,060,792
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当四半期（平成 20 年５月期 第１四半期） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

平成 19 年５月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,517,334 △20,883 2,050,800 18,626 2,069,427

   

当四半期の変動額   

剰余金の配当  △25,462 △25,462 △25,462

四半期純利益又は純損
失（△） 

 △714 △714 △714

株主資本以外の項目の当
四半期の変動額（純額） 

  △3,243 △3,243

当四半期の変動額合計
（千円） 

― ― △26,176 △26,176 △3,243 △29,420

   

平成 19 年８月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,491,157 △20,883 2,024,623 15,382 2,040,006

 

（参考） 前期（平成 19 年５月期） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産合計

平成 18 年５月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,518,879 △554 2,072,674 20,737 2,093,411

   

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △77,163 △77,163 △77,163

当期純利益  75,618 75,618 75,618

自己株式の取得  △20,329 △20,329 △20,329

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額） 

  △2,110 △2,110

連結会計年度中の変動
額合計（千円） 

― ― △1,544 △20,329 △21,874 △2,110 △23,984

   

平成 19 年５月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,517,334 △20,883 2,050,800 18,626 2,069,427
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 

平成 19 年５月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年５月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益 37,258 2,847 144,197

減価償却費 15,562 17,973 69,233

のれん償却 985 1,546 5,671

貸倒引当金の増減額（減少：△） 147 15,322 7,643

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 3,018 3,018 12,072

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △8,700 ― △2,700

賞与引当金の増減額（減少：△） 41,151 41,514 △2,910

退職給付引当金の増減額（減少：△） ― △425 75

受取利息及び受取配当金 △440 △951 △1,513

支払利息 3,526 4,143 15,559

有形固定資産除却損 ― 51 1,102

売上債権の増減額（増加：△） 56,194 160,859 69,791

たな卸資産の増減額（増加：△） △32,781 △61,056 30,855

仕入債務の増減額（減少：△） △80,341 △357,592 △27,342

その他 △109,776 △154,597 △878

小  計 △74,195 △327,345 320,858

利息及び配当金の受取額 440 951 1,513

利息の支払額 △3,537 △4,143 △15,591

法人税等の支払額 △4,367 △32,213 △46,460

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,659 △362,750 260,319
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ケイティケイ㈱（3035）  平成 20 年５月期第１四半期財務・業績の概況 

 
（単位：千円） 

 
前年同四半期 

平成 19 年５月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年５月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 
Ⅱ 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 △838 △1,628 △10,429

無形固定資産の取得による支出 △10,199 △24,942 △101,369

有価証券の取得による支出 △5 △19 △44

投資有価証券の取得による支出 △738 △756 △2,683

投資有価証券の売却による収入 28 ― 30

差入保証金差入による支出 △714 △423 △1,573

差入保証金返還による収入 228 3,069 9,642

保険積立金積み立てによる支出 △3,059 △3,225 △12,937

保険積立金解約による収入 ― ― 4,378

長期前払費用の支払支出 △240 ― △5,190

定期預金の預入による支出 △3,902 △54,913 △177,142

定期預金の払戻による収入 ― 50,000 153,859

新規連結子会社の取得による支出 △39,280 ― △39,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,722 △32,839 △182,741

Ⅲ 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（減少：△） △30,000 ― △30,000

長期借入金の返済による支出 △23,030 △11,250 △71,340

配当金の支払額 ― △23,059 △77,163

自己株式の取得による支出 ― ― △20,329

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,030 △34,309 △198,833

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
 （減少：△） △193,412 △429,899 △121,255

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,150,409 1,029,153 1,150,409

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 956,997 599,254 1,029,153
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６．（要約）四半期個別財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成 19 年５月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19年５月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）  

Ⅰ流動資産  

現金及び預金 882,077 604,341 △277,736 △31.5 952,451

受取手形及び売掛金 1,751,821 1,596,195 △155,626 △8.9 1,733,645

有価証券 20,715 20,774 59 0.3 20,755

たな卸資産 323,419 324,938 1,518 0.5 264,080

繰延税金資産 21,603 23,772 2,169 10.0 15,957

その他 6,230 19,988 13,758 220.8 7,217

貸倒引当金 △6,257 △7,059 △802 12.8 △7,545

流動資産合計 2,999,610 2,582,951 △416,659 △13.9 2,986,562

Ⅱ固定資産  

有形固定資産 1,169,926 1,146,072 △23,853 △2.0 1,152,163

無形固定資産 74,596 181,966 107,370 143.9 142,605

投資その他の資産 682,831 694,071 11,240 1.6 745,469

貸倒引当金 △4,723 △27,139 △22,415 474.5 △10,834

固定資産合計 1,922,630 1,994,971 72,341 3.8 2,029,403

資産合計 4,922,241 4,577,922 △344,318 △7.0 5,015,965
（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

支払手形及び買掛金 1,466,894 1,249,527 △217,366 △14.8 1,556,185

短期借入金 800,000 800,000 ― ― 800,000

一年内返済予定長期借入金 59,560 25,000 △34,560 △58.0 32,500

未払法人税等 25,338 14,492 △10,845 △42.8 33,775

その他 320,156 280,775 △39,381 △12.3 350,745

流動負債合計 2,671,949 2,369,796 △302,153 △11.3 2,773,206

Ⅱ固定負債  

長期借入金 48,900 23,900 △25,000 △51.1 27,650

役員退職慰労引当金 245,316 257,388 12,072 4.9 254,370

その他 19,873 15,237 △4,635 △23.3 16,554

固定負債合計 314,089 296,525 △17,563 △5.6 298,574

負債合計 2,986,039 2,666,322 △319,717 △10.7 3,071,780
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成 19 年５月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年５月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（純資産の部）  

Ⅰ株主資本  

 資本金 294,675 294,675 ― ― 294,675

 資本剰余金  

  資本準備金 259,675 259,675 ― ― 259,675

 資本剰余金合計 259,675 259,675 ― ― 259,675

 利益剰余金  

  利益準備金 40,543 40,543 ― ― 40,543

  その他利益剰余金  

  別途積立金 1,200,000 1,200,000 ― ― 1,200,000

  繰越利益剰余金 123,373 122,208 △1,165 △0.9 151,548

 利益剰余金合計 1,363,917 1,362,751 △1,165 △0.1 1,392,092

 自己株式 △554 △20,883 △20,329 ― △20,883

 株主資本合計 1,917,713 1,896,217 △21,495 △1.1 1,925,558

Ⅱ評価・換算差額等  
その他有価証券評価差
額金 

18,488 15,382 △3,105 △16.8 18,626

 評価・換算差額等合計 18,488 15,382 △3,105 △16.8 18,626

純資産合計 1,936,201 1,911,600 △24,600 △1.3 1,944,185

負債純資産合計 4,922,241 4,577,922 △344,318 △7.0 5,015,965
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(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年５月期

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期

第１四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年５月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ売上高 2,505,821 2,506,378 557 0.0 10,336,461

Ⅱ売上原価 1,999,076 1,984,983 △14,093 △0.7 8,268,485

売 上 総 利 益 506,744 521,395 14,651 2.9 2,067,975

Ⅲ販売費及び一般管理費 480,327 525,376 45,049 9.4 1,951,519
営業利益又は 
営業損失（△） 

26,417 △3,981 △30,398 ― 116,456

Ⅳ営業外収益 12,964 13,864 899 6.9 49,415

受取家賃 8,167 8,381 213 2.6 33,093

その他 4,796 5,482 686 14.3 16,321

Ⅴ営業外費用 5,997 6,624 626 10.4 29,822

支払利息 3,526 4,143 617 17.5 15,559

その他 2,471 2,481 9 0.4 14,262

経 常 利 益 33,384 3,258 △30,125 △90.2 136,049

Ⅵ特別損失 ― 5,069 5,069 ― ―

 抱合せ株式消滅差損 ― 5,069 5,069 ― ―

税引前四半期（当期）純
利益又は純損失（△） 

33,384 △1,811 △35,195 ― 136,049

法人税、住民税及び事業税 24,518 14,094 △10,424 △42.5 65,649

法人税等調整額 △11,041 △12,027 △985 8.9 △3,402

四半期（当期）純利益又
は純損失（△） 

19,906 △3,878 △23,784 ― 73,802

 

 

 


