
 1

     (財)財務会計基準機構会員  

  

 

 

平成 20 年５月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20 年４月３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３四半期の連結業績（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 20 年２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３四半期 7,467 △5.0 77 △49.7 70 △53.2 36 △57.6

19 年５月期第３四半期 7,856  3.3 153 △29.7 149 △27.6 86 △42.3

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３四半期 10  11 ― 

19 年５月期第３四半期 23  65 ― 

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３四半期 4,610 2,041 44.3 561  36 

19 年５月期第３四半期 4,804 2,093 43.6 572  32 

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３四半期 △320 △65 △78 564 

19 年５月期第３四半期 △142 △190 △173 643 

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

通     期 9,910 △5.5 106 △29.7 100 △30.3 52 △29.9 14  56 
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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) 最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３四半期の個別業績（平成 19 年５月 21 日 ～ 平成 20 年２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３四半期 7,460 △3.4 82 △34.6 94 △35.0 50 △42.0

19 年５月期第３四半期 7,726  1.5 125 △37.3 144 △29.4 86 △42.4

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３四半期 13  75  ― 

19 年５月期第３四半期 23  46  ― 

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３四半期 4,493 1,929 43.0 530  56 

19 年５月期第３四半期 4,668 1,969 42.2 538  39 

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

通     期 9,900 △4.2 106 △8.5 121 △10.4 69 △5.8 19  10 

 

（注）平成 20 年５月期通期業績予想は、平成 20 年４月２日付の当社「平成 20 年５月期通期（連結・

個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。また、本資料は発表日現在にお

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３四半期（平成 19 年５月 21 日から平成 20 年２月 20 日）における我が国経済は、原油

価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に起因する米国経済の減速等により不透明感は強まっ

てまいりました。 

 当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き激しい価格競争が続いており、２次店取引先の再

生手続き開始により債権の回収不能が生じたことと、輸入純正トナーカートリッジにおいて、偽造

品の国内流入リスクの高まりから予想を上回る入手難が続いており、当初計画してまいりました薄

利な２次店取引を中心に２次店ビジネス自体の縮小を余儀なくされる状況となりました。 

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

激しい競合状況の中、販売単価の下落並びにカラートナーカートリッジの拡販進捗が低迷している

ことで、全体的なリサイクルトナーカートリッジの拡販計画に遅れが生じました。 

また、連結子会社の株式会社アイオーテクノにおいて、リサイクルトナーカートリッジの内製増

産化のために設備及び要員の増強を行ってまいりましたが、内製移管に遅れが生じたこと等により

当初の収益計画に遅れが生じたことが、当社グループの業績に大きく影響しております。 

（以下に掲げる売上高等は消費税等を除いて表示しております。） 

 これらの結果、売上高は 7,467 百万円（前年同期比 5.0％減）となりました。また、平成 19 年７

月27日付にて開示しました当社の取引先である株式会社工栄工業が再生手続きを開始したことによ

り、債権の回収不能見込額の精査を行った結果、回収不能見込額の全額（14 百万円）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 77 百万円（同 49.7％減）、経常利益は 70 百万円（同

53.2％減）、第３四半期純利益は 36 百万円（同 57.6％減）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３四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ 615 百万円減少し 4,610 百万円と

なりました。 

 流動資産は、現金及び預金が 459 百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が 184 百万円減少し

たこと等で前連結会計年度末に比べ 606 百万円減少しております。固定資産は、有形固定資産が 19

百万円減少し、無形固定資産が 15 百万円増加した結果、前連結会計年度末に比べ 9 百万円減少の

1,971 百万円となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が 401 百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ

561 百万円減少して 2,295 百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が 14 百万円減少したことにより前連結会計年度末に比べ 27 百万円減少し

2,041 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 44.3％になりました。 
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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、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安や原油価

格高騰等により、世界経済や我が国経済に悪影響を及ぼすことが懸念されます。 

 このような経済環境のもと、通期の連結業績予想につきましては、売上高は、リサイクルトナー

カートリッジの売上高が激しい競合状況の中、販売単価の下落並びにカラートナーカートリッジの

拡販進捗が低迷していることで、全体的なリサイクルトナーカートリッジの拡販計画に遅れが生じ、

約 300 百万円の減少を見込んでおります。 

また、IT 商品の売上高は、各種メールセキュリティサービスからなる ASP 版総合サービス

「@Securemail」７商品を平成 20 年１月より順次リリースする予定でありましたが、その内５商品

において商品化開発の遅れが生じたため、約 80 百万円の減少を見込んでおります。 

くわえて、輸入純正トナーカートリッジを含む新品トナーカートリッジの売上高は、偽造品の国

内流入リスクの高まりから、予想を上回る入手難が続いており、約 400 百万円の減少を見込んでお

ります。 

以上の理由から、前回発表予想に対し売上高は 7.3%減少の 9,910 百万円となる見通しです。 

営業利益においては、売上高が前回発表予想を下回ることと、連結子会社の株式会社アイオーテ

クノにおいて、リサイクルトナーカートリッジの内製増産化のために設備及び要員の増強を行って

まいりましたが、内製移管の遅れが生じたこと等により前回発表予想に対し 48.1%減少の 106 百万円

となる見通しです。 

これら上記の理由により、経常利益及び当期純利益は前回発表予想を下回り、経常利益は 48.7％

減少の 100 百万円、当期純利益は 47.7％減少の 52 百万円となる見通しです。 

 なお、平成 20 年１月７日付の当社「平成 20 年５月期中間決算短信」にて発表いたしました平成

20 年５月期通期業績予想は、平成 20 年４月２日付の当社「平成 20 年５月期通期（連結・個別）業

績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。  

 

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 

 前連結会計年度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、解散しました。 

 

(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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第３四半期末 

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 782,269 673,592 △108,677 △13.9 1,133,423

受取手形及び売掛金 1,686,249 1,587,965 △98,283 △5.8 1,772,409

有価証券 20,739 20,816 77 0.4 20,755

たな卸資産 308,114 328,393 20,278 6.6 300,540

繰延税金資産 30,631 23,594 △7,037 △23.0 17,677

その他 14,809 13,891 △918 △6.2 8,294

 貸倒引当金 △5,984 △9,343 △3,359 56.1 △8,023

流動資産合計 2,836,829 2,638,910 △197,919 △7.0 3,245,075

Ⅱ固定資産  

有形固定資産 1,181,111 1,153,394 △27,717 △2.3 1,172,716

無形固定資産 155,970 185,742 29,772 19.1 170,301

投資その他の資産 636,054 657,093 21,038 3.3 648,168

 貸倒引当金 △5,192 △24,908 △19,715 379.7 △10,834

固定資産合計 1,967,943 1,971,322 3,378 0.2 1,980,351

資産合計 4,804,773 4,610,232 △194,540 △4.0 5,225,426

（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

 支払手形及び買掛金 1,238,093 1,181,518 △56,575 △4.6 1,583,212

短期借入金 842,420 815,000 △27,420 △3.3 832,500

未払法人税等 46,099 9,625 △36,474 △79.1 37,002

役員賞与引当金 ― ― ― ― 6,000

賞与引当金 44,396 41,412 △2,984 △6.7 ―

その他 239,607 247,571 7,964 3.3 398,154

流動負債合計 2,410,616 2,295,127 △115,489 △4.8 2,856,869

Ⅱ固定負債  

長期借入金 31,400 16,400 △15,000 △47.8 27,650

退職給付引当金 425 ― △425 △100.0 425

役員退職慰労引当金 251,352 244,204 △7,148 △2.8 254,370

その他 17,429 12,548 △4,880 △28.0 16,684

固定負債合計 300,606 273,152 △27,453 △9.1 299,129

負債合計 2,711,223 2,568,279 △142,943 △5.3 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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第３四半期末 

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 

1,528,609

△9,622

2,073,336

1,503,218

△20,883

2,036,684

△25,390

△11,261

△36,651

△1.7 

117.0 

△1.8 

1,517,334

△20,883

2,050,800

 その他有価証券評価 
 差額金 20,214 5,268 △14,946 △73.9 18,626

評価・換算差額等合計 20,214 5,268 △14,946 △73.9 18,626

純資産合計 2,093,550 2,041,952 △51,597 △2.5 2,069,427

負債純資産合計 4,804,773 4,610,232 △194,540 △4.0 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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第３四半期末 

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 7,856,545 7,467,525 △389,020 △5.0 10,487,234

Ⅱ売上原価 6,114,126 5,767,088 △347,038 △5.7 8,183,215

売 上 総 利 益 1,742,418 1,700,437 △41,981 △2.4 2,304,019

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,589,171 1,623,418 34,246 2.2 2,152,833

営 業 利 益 153,247 77,018 △76,228 △49.7 151,186

Ⅳ営業外収益 10,467 8,393 △2,073 △19.8 13,236

受取家賃 2,674 2,579 △94 △3.5 3,575

その他 7,792 5,813 △1,979 △25.4 9,661

Ⅴ営業外費用 13,935 15,379 1,444 10.4 20,225

支払利息 11,398 13,784 2,385 20.9 15,559

その他 2,536 1,594 △941 △37.1 4,665

経 常 利 益 149,779 70,032 △79,746 △53.2 144,197

税金等調整前四半期（当
期）純利益 149,779 70,032 △79,746 △53.2 144,197

法人税、住民税及び事業税 80,736 44,145 △36,590 △45.3 71,762

法人税等調整額 △17,849 △10,921 6,928 △38.8 △3,183

四半期（当期）純利益 86,893 36,808 △50,084 △57.6 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３四半期） 

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  △77,163 △77,163 △77,163

四半期純利益  86,893 86,893 86,893

自己株式の取得  △9,068 △9,068 △9,068

株主資本以外の項目の当
四半期の変動額（純額） 

  △523 △523

当四半期の変動額合計
（千円） 

― ― 9,730 △9,068 661 △523 138

   

平成 19 年２月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,528,609 △9,622 2,073,336 20,214 2,093,550
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当四半期（平成 20 年５月期 第３四半期） 

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  △50,924 △50,924 △50,924

四半期純利益  36,808 36,808 36,808

株主資本以外の項目の当
四半期の変動額（純額） 

  △13,358 △13,358

当四半期の変動額合計
（千円） 

― ― △14,115 ― △14,115 △13,358 △27,474

   

平成 20 年２月 20 日残
高（千円） 

294,675 259,675 1,503,218 △20,883 2,036,684 5,268 2,041,952

 

（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３四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期 

第３四半期 

（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 149,779 70,032 144,197

減価償却費 50,249 57,141 69,233

のれん償却 4,124 4,640 5,671

貸倒引当金の増減額（減少：△） △38 15,393 7,643

 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 9,054 △10,166 12,072

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △8,700 △6,000 △2,700

賞与引当金の増減額（減少：△） 41,486 41,412 △2,910

退職給付引当金の増減額（減少：△） 75 △425 75

受取利息及び受取配当金 △1,188 △2,397 △1,513

支払利息 11,398 13,784 15,559

有形固定資産除却損 1,102 76 1,102

売上債権の増減額（増加：△） 161,593 170,427 69,791

たな卸資産の増減額（増加：△） 23,281 △27,852 30,855

仕入債務の増減額（減少：△） △372,460 △401,693 △27,342

その他 △156,893 △163,161 △878

小  計 △87,135 △238,787 320,858

利息及び配当金の受取額 1,188 2,183 1,513

利息の支払額 △11,398 △13,784 △15,591

法人税等の支払額 △44,955 △70,091 △46,460

営業活動によるキャッシュ・フロー △142,301 △320,480 260,319
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（単位：千円） 

 
前年同四半期 

平成 19 年５月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期 

第３四半期 

（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 △9,011 △7,055 △10,429

無形固定資産の取得による支出 △76,631 △58,759 △101,369

有価証券の取得による支出 △29 △61 △44

投資有価証券の取得による支出 △2,048 △3,212 △2,683

投資有価証券の売却による収入 30 ― 30

差入保証金差入による支出 △1,075 △838 △1,573

差入保証金返還による収入 9,342 3,461 9,642

保険積立金解約による収入 ― 15,843 4,378

保険積立金積み立てによる支出 △9,639 △9,626 △12,937

長期前払費用の支払支出 △4,578 △462 △5,190

定期預金の預入による支出 △93,715 △162,799 △177,142

定期預金の払戻による収入 36,040 158,053 153,859

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 △190,597 △65,457 △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 △57,670 △28,750 △71,340

配当金の支払額 △77,163 △49,888 △77,163

自己株式の取得による支出 △9,068 ― △20,329

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,901 △78,638 △198,833

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
 （減少：△） △506,800 △464,576 △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四半期末 
 （期末）残高 643,608 564,577 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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第３四半期末 

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 651,730 601,400 △50,330 △7.7 952,451

受取手形及び売掛金 1,683,577 1,585,109 △98,467 △5.8 1,733,645

有価証券 20,739 20,816 77 0.4 20,755

たな卸資産 267,387 291,673 24,285 9.1 264,080

繰延税金資産 26,857 20,680 △6,176 △23.0 15,957

その他 14,005 13,097 △907 △6.5 7,217

貸倒引当金 △5,624 △9,333 △3,709 65.9 △7,545

流動資産合計 2,658,673 2,523,445 △135,227 △5.1 2,986,562

Ⅱ固定資産  

有形固定資産 1,159,798 1,133,327 △26,470 △2.3 1,152,163

無形固定資産 126,565 184,670 58,105 45.9 142,605

投資その他の資産 728,863 676,632 △52,230 △7.2 745,469

貸倒引当金 △5,192 △24,908 △19,715 379.7 △10,834

固定資産合計 2,010,034 1,969,722 △40,311 △2.0 2,029,403

資産合計 4,668,707 4,493,168 △175,538 △3.8 5,015,965
（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

支払手形及び買掛金 1,266,312 1,219,612 △46,700 △3.7 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 42,420 15,000 △27,420 △64.6 32,500

未払法人税等 41,251 9,590 △31,661 △76.8 33,775

その他 249,273 245,891 △3,382 △1.4 350,745

流動負債合計 2,399,258 2,290,094 △109,163 △4.5 2,773,206

Ⅱ固定負債  

長期借入金 31,400 16,400 △15,000 △47.8 27,650

役員退職慰労引当金 251,352 244,204 △7,148 △2.8 254,370

その他 17,264 12,548 △4,715 △27.3 16,554

固定負債合計 300,016 273,152 △26,863 △9.0 298,574

負債合計 2,699,274 2,563,246 △136,027 △5.0 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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年５月期

第３四半期末 

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 163,947 150,643 △13,303 △8.1 151,548

 利益剰余金合計 1,404,491 1,391,187 △13,303 △0.9 1,392,092

 自己株式 △9,622 △20,883 △11,261 117.0 △20,883

 株主資本合計 1,949,218 1,924,653 △24,565 △1.3 1,925,558

Ⅱ評価・換算差額等  

その他有価証券評価差
額金 

20,214 5,268 △14,946 △73.9 18,626

 評価・換算差額等合計 20,214 5,268 △14,946 △73.9 18,626

純資産合計 1,969,432 1,929,921 △39,511 △2.0 1,944,185

負債純資産合計 4,668,707 4,493,168 △175,538 △3.8 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３四半期 

当四半期 

平成 20 年５月期

第３四半期 

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 7,726,445 7,460,506 △265,939 △3.4 10,336,461

Ⅱ売上原価 6,164,917 5,882,853 △282,063 △4.6 8,268,485

売 上 総 利 益 1,561,528 1,577,653 16,124 1.0 2,067,975

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,435,810 1,495,477 59,667 4.2 1,951,519

営 業 利 益 125,718 82,175 △43,542 △34.6 116,456

Ⅳ営業外収益 39,301 34,069 △5,231 △13.3 49,415

受取家賃 24,727 24,929 202 0.8 33,093

その他 14,573 9,139 △5,433 △37.3 16,321

Ⅴ営業外費用 20,488 22,236 1,748 8.5 29,822

支払利息 11,398 13,784 2,385 20.9 15,559

その他 9,089 8,452 △637 △7.0 14,262

経 常 利 益 144,530 94,008 △50,522 △35.0 136,049

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 

144,530 88,938 △55,592 △38.5 136,049

法人税、住民税及び事業税 74,264 42,029 △32,234 △43.4 65,649

法人税等調整額 △15,935 △3,110 12,825 △80.5 △3,402

四半期（当期）純利益 86,201 50,019 △36,182 △42.0 73,802

 

 

 


