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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年5月21日～平成23年2月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年5月期第3四半期 6,497 △3.7 46 △69.7 42 △70.6 14 △82.5
22年5月期第3四半期 6,743 △7.3 153 58.1 144 58.3 85 80.6

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

23年5月期第3四半期 4.09 ―
22年5月期第3四半期 23.40 ―

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

23年5月期第3四半期 4,289 2,062 48.1 567.16
22年5月期 4,289 2,098 48.9 576.97

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  2,062百万円 22年5月期  2,098百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年5月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年5月期 ― 7.00 ―
23年5月期 

（予想）
7.00 14.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年5月21日～平成23年5月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 8,784 △2.2 105 △42.5 103 △40.5 50 △46.7 13.91



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等については、四半期決算短信(添付資料)３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期3Q 3,675,000株 22年5月期  3,675,000株
② 期末自己株式数 23年5月期3Q  37,642株 22年5月期  37,550株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 3,637,362株 22年5月期3Q 3,637,450株
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当第３四半期連結累計期間(平成22年５月21日から平成23年２月20日まで)におけるわが国経済は、景

気の持ち直しに向けた動きがみられ、足踏み状態を脱しつつあるものの、失業率が高水準にあるなど依

然として厳しい状況にあります。 

 このような中で、当社グループを取り巻く経営環境は、企業の消耗品使用量の節約とIT投資抑制の影

響を大きく受けており、売上高は6,497百万円(前年同四半期比3.7%減)となりました。営業利益は46百

万円(前年同四半期比69.7%減)、経常利益は42百万円(前年同四半期比70.6%減)、四半期純利益14百万円

(前年同四半期比82.5%減)となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

(サプライ事業) 

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、販売本数が前年同四半期比

100.0%と前年の販売本数を維持するものの、継続する競合各社との価格競争により販売単価が下落し、

売上高は減少いたしました。 

 OAサプライ商品は、新品トナーカートリッジ並びに紙製品のPPC用紙、ロールペーパー、オーダー用

紙の販売量が落ち込み、売上高は減少いたしました。 

 その他においては、当社独自のWeb購買システムであります「ケイティケイ はっするネット」の伸長

に伴い一般事務用品の販売が好調であったことと、企業向けに販売展開をしています電化製品の売上増

により売上高は増加いたしました。 

 これらの結果、売上高は6,313百万円、セグメント利益は34百万円となりました。 

(ソリューション事業) 

IT商品は、引き続き企業のセキュリティ関連のIT投資抑制を受け、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)をはじめとし、ASP総合サービス「@Securemail」といった

メールセキュリティ関連商品の売上高が減少いたしました。 

 これらの結果、売上高は185百万円、セグメント利益は８百万円となりました。 

①資産、負債、純資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ０百万円減少し、4,289百万

円となりました。 

流動資産は、商品及び製品が５百万円増加しましたが、現金及び預金が７百万円、受取手形及び売掛

金が18百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ20百万円減少の2,612百万円となりまし

た。 

 固定資産は、有形固定資産が11百万円、投資その他の資産が15百万円増加したこと等により前連結会

計年度末に比べ19百万円増加の1,677百万円となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金が48百万円、賞与引当金が43百万円それぞれ増加し、その他が69百

万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ８百万円増加の2,092百万円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ27百万円増加し、134百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金が36百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ35百万円減少の

2,062百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末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36百万円減少し817百万円となりました。 

 当四半期連結会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次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果獲得した資金は98百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益42百

万円、減価償却費74百万円、賞与引当金の増加額43百万円、仕入債務の増加額48百万円、その他の減少

額97百万円によるものであります。 

(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76百万円となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入23百

万円、定期預金の預入による支出52百万円、有形・無形固定資産取得による支出40百万円によるもので

あります。 

(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59百万円となりました。これは、主に配当金の支払額50百万円による

ものであります。 

  

平成23年５月期第３四半期連結決算におきましては、企業の消耗品使用量の低減とIT投資抑制によ

り、たいへん厳しい結果となりました。 

 当連結会計年度におきましても、依然として当社グループを取り巻く経済環境は厳しい状態が続くも

のと予想されます。 

 このような状況の中で、当社の販売網強化の一環として、当社独自のWeb購買システムであります

「ケイティケイ はっするネット」のFC(フランチャイズチェーン)事業の展開を進めており、引き続き

一層の事業拡大を目指します。 

 現時点において、平成22年12月22日発表の通期業績予想に変更はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計年度末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生

じておらず、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度において使

用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は０百万円、税金等調整前四半期純利益は１百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は５百万円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

《簡便な会計処理》

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 988,894 995,937

受取手形及び売掛金 1,370,299 1,388,411

有価証券 20,959 20,945

商品及び製品 131,287 125,412

仕掛品 1,281 1,770

原材料及び貯蔵品 40,632 43,562

その他 65,618 64,123

貸倒引当金 △6,925 △7,994

流動資産合計 2,612,047 2,632,169

固定資産

有形固定資産

土地 740,319 740,319

その他（純額） 422,929 410,956

有形固定資産合計 1,163,249 1,151,276

無形固定資産 136,763 144,406

投資その他の資産

投資有価証券 61,872 56,237

その他 323,128 316,856

貸倒引当金 △7,234 △10,956

投資その他の資産合計 377,766 362,137

固定資産合計 1,677,778 1,657,819

資産合計 4,289,826 4,289,988

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 967,573 918,736

短期借入金 805,772 805,772

未払法人税等 8,491 15,112

賞与引当金 43,842 －

その他 266,529 344,451

流動負債合計 2,092,208 2,084,071

固定負債

長期借入金 17,874 22,203

役員退職慰労引当金 51,574 58,177

その他 65,193 26,834

固定負債合計 134,641 107,215

負債合計 2,226,850 2,191,287

- 5 -

ケイティケイ㈱ (3035) 平成23年５月期 第３四半期決算短信



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 294,675 294,675

資本剰余金 259,675 259,675

利益剰余金 1,527,141 1,563,169

自己株式 △20,908 △20,883

株主資本合計 2,060,583 2,096,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,392 2,066

評価・換算差額等合計 2,392 2,066

純資産合計 2,062,976 2,098,701

負債純資産合計 4,289,826 4,289,988
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月21日 
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日 
至 平成23年２月20日)

売上高 6,743,736 6,497,244

売上原価 5,005,841 4,833,210

売上総利益 1,737,895 1,664,033

販売費及び一般管理費 1,584,346 1,617,438

営業利益 153,548 46,595

営業外収益

受取利息 359 215

受取配当金 755 937

受取家賃 1,507 1,099

受取手数料 1,906 552

その他 3,500 4,663

営業外収益合計 8,029 7,467

営業外費用

支払利息 11,263 8,857

その他 5,755 2,742

営業外費用合計 17,019 11,599

経常利益 144,559 42,463

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,091

保険解約益 9,279 708

特別利益合計 9,279 1,799

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

投資有価証券評価損 7,284 －

特別損失合計 7,284 1,659

税金等調整前四半期純利益 146,554 42,603

法人税、住民税及び事業税 40,459 13,366

法人税等調整額 20,948 14,341

法人税等合計 61,408 27,707

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,895

四半期純利益 85,146 14,895
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月21日 
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日 
至 平成23年２月20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 146,554 42,603

減価償却費 69,989 74,417

のれん償却額 4,640 4,640

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,393 △4,790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △203,435 △6,603

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △8,700

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,047 43,842

受取利息及び受取配当金 △1,115 △1,152

支払利息 11,263 8,857

有形固定資産除却損 2,920 559

保険解約損益（△は益） △8,952 △708

投資有価証券売却損益（△は益） － △578

投資有価証券評価損益（△は益） 7,284 －

売上債権の増減額（△は増加） △44,504 21,891

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,610 △2,455

仕入債務の増減額（△は減少） 20,253 48,836

その他 △113,303 △97,836

小計 △22,355 124,482

利息及び配当金の受取額 1,115 1,152

利息の支払額 △11,271 △8,860

法人税等の支払額 △19,966 △18,453

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,477 98,321

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 △11,333 △52,783

定期預金の払戻による収入 12,013 23,024

有価証券の取得による支出 △24 △14

有形固定資産の取得による支出 △41,060 △15,177

有形固定資産の売却による収入 1,433 －

無形固定資産の取得による支出 △15,563 △24,858

投資有価証券の取得による支出 △2,056 △9,561

投資有価証券の売却による収入 － 4,502

投資有価証券の償還による収入 5,026 －

差入保証金の差入による支出 △4,978 △803

差入保証金の回収による収入 9,383 993

保険積立金の積立による支出 △34,938 △10,143

保険積立金の解約による収入 238,980 9,935

長期前払費用の取得による支出 △2,718 △1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,163 △76,040
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月21日 
至 平成22年２月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月21日 
至 平成23年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △14,919 △4,329

リース債務の返済による支出 － △4,244

自己株式の取得による支出 － △24

配当金の支払額 △50,362 △50,486

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,281 △59,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,404 △36,801

現金及び現金同等物の期首残高 734,127 854,729

現金及び現金同等物の四半期末残高 770,531 817,927
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該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 
前第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成22年２月20日) 
当社及び連結子会社は、トータルオフィスサプライヤーとして、同一セグメントに属するリサイク

ル商品、OAサプライ商品、IT商品等のオフィス関連商品の販売を事業としており、当該事業以外に事
業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

②所在地別セグメント情報 
前第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成22年２月20日) 
本邦以外の国又は地域に所在する海外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

③海外売上高 
前第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成22年２月20日) 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社グループは、「お客様のビジネスをワンストップでトータルにサポート」するためオフィス関連

商品の販売を主な事業内容としており、商品・サービスの特性に基づいて「サプライ事業」及び「ソリ

ューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「サプライ事業」は、リサイクル商品、OAサプライ商品を中心としております。「ソリューション事

業」は、インターネット等ネットワーク関連のIT商品を中心としております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

(追加情報)

１．報告セグメントの概要
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年５月21日 至 平成23年２月20日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を図っております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

２．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
計算書計上額 

(注)２サプライ事業
ソリューション

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 6,312,925 184,319 6,497,244 ─ 6,497,244

 セグメント間の内部売上  
 又は振替高

216 1,520 1,736 △1,736 ―

計 6,313,141 185,839 6,498,980 △1,736 6,497,244

セグメント利益 34,425 8,179 42,604 △141 42,463

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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