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1. 平成29年8月期の連結業績（平成28年8月21日～平成29年8月20日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年8月期 16,860 △1.9 211 10.5 252 17.7 219 125.9

28年8月期 17,185 △1.9 191 ― 214 ― 97 ―

（注）包括利益 29年8月期　　273百万円 （565.1％） 28年8月期　　41百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年8月期 38.33 ― 8.1 3.1 1.3

28年8月期 16.97 ― 3.8 2.5 1.1

（参考） 持分法投資損益 29年8月期 ―百万円 28年8月期 ―百万円

(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

29年8月期 8,274 2,834 34.3 495.42

28年8月期 8,198 2,590 31.6 452.64

（参考） 自己資本 29年8月期 2,834百万円 28年8月期 2,590百万円

(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

29年8月期 345 △18 △325 1,971

28年8月期 △39 △13 △208 1,970

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

28年8月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 28 29.5 1.1

29年8月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 68 31.3 2.5

30年8月期(予想) ― 0.00 ― 7.00 7.00 29.4

3. 平成30年 8月期の連結業績予想（平成29年8月21日～平成30年8月20日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 8,017 △2.4 65 △47.8 87 △43.4 43 △63.0 7.68

通期 16,552 △1.8 211 0.0 243 △3.4 136 △37.9 23.79



※ 注記事項

(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）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年8月期 5,725,000 株 28年8月期 5,725,000 株

② 期末自己株式数 29年8月期 2,861 株 28年8月期 2,861 株

③ 期中平均株式数 29年8月期 5,722,139 株 28年8月期 5,722,139 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成29年8月期の個別業績（平成28年8月21日～平成29年8月20日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年8月期 7,728 △0.3 115 70.2 158 33.0 207 205.6

28年8月期 7,750 △3.7 67 ― 119 ― 67 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

29年8月期 36.25 ―

28年8月期 11.86 ―

(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

29年8月期 4,553 2,385 52.4 416.85

28年8月期 4,318 2,188 50.7 382.45

（参考） 自己資本 29年8月期 2,385百万円 28年8月期 2,188百万円

2. 平成30年 8月期の個別業績予想（平成29年8月21日～平成30年8月20日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,918 1.2 98 △30.0 58 △74.7 10.29

通期 7,738 0.1 188 18.8 107 △48.1 18.81

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。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、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済・雇用政策等を背景に、企業収益や雇用・所得環境に改

善傾向が見られるなど、緩やかな回復基調が続いている一方で、米国の政策動向や中国を始めとするアジア新興国

での景気の下振れリスク、英国のEU離脱交渉等の影響が懸念され、依然として先行きは不透明な状況で推移してお

ります。

このような環境の中、当社グループは更なる売上と利益の拡大、企業価値の最大化を目指す「ktkアドバンスドプ

ラン」を策定し、前連結会計年度と同様に最速実行をしてまいりました。この「ktkアドバンスドプラン」は、“高

度”“進歩”を意味する「アドバンスド」の言葉通り、より高度な戦略となっており、営業、生産、管理・経営、

調達・物流の各部門に「売上拡大と新たな事業の確立」「総原価削減、生産性向上、製品品質改善」「企業価値と

社員満足度の更なる向上」「更なる物流経費削減、調達コストダウン、効率化、調達発の売上貢献」をアクション

プランに掲げ、全社が一丸となって邁進してまいりました。

　また、平成28年８月21日付で、当社が販売するリサイクル商品に係る再生業務を担っておりました連結子会社の

株式会社アイオーテクノを吸収合併いたしました。

これらの結果、当連結会計年度につきましては、「ktkアドバンスドプラン」の最速実行により、当社においては

売上拡大が見受けられるものの、平成28年３月22日付で新設分割し、同日付で新設会社の株式の一部を譲渡したソ

リューション事業を連結の範囲から除外したことや、連結子会社の株式会社青雲クラウンにおいて、契約の予期せ

ぬ終了等があったことにより、売上高は16,860百万円(前連結会計年度比1.9％減)となりました。営業利益につきま

しては、全営業社員に最新型のタブレット型PCの貸与を行う等の「モバイルワーク制度」の導入に努め、業務効率

化による経費削減を図ると共に、部品・緩衝材のリユース化や原材料費の見直しによる製造コストの削減、常備在

庫品の見直しによる調達コストの削減など、様々な施策を強力に推進したことにより大幅に改善し、211百万円(前

連結会計年度比10.5％増)となりました。経常利益は、営業利益の増益に加え、当社資産の賃貸による家賃収入によ

り252百万円(前連結会計年度比17.7％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、税効果会計の影響により219百万

円(前連結会計年度比125.9％増)となりました。

なお、当連結会計年度より、当社グループの事業は単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略

しております。

（２）当期の財政状態の概況

(イ) 資産

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ76百万円増加し、8,274百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、5,440百万円となりました。これは、主に商品及び製品

が21百万円、繰延税金資産が18百万円増加し、現金及び預金が109百万円減少したこと等によります。固定資産は、

前連結会計年度末に比べ120百万円増加し、2,834百万円となりました。これは、有形固定資産が62百万円、投資そ

の他の資産が105百万円増加し、無形固定資産が48百万円減少したことによります。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べ15百万円減少し、4,774百万円となりました。これは、主に支払手形及び

買掛金が31百万円増加し、短期借入金が108百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計年度末に

比べ152百万円減少し、665百万円となりました。これは、主に繰延税金負債が22百万円増加し、長期借入金が180

百万円減少したこと等によります。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ244百万円増加し、2,834百万円となりました。これは、利益剰余金が

190百万円、その他有価証券評価差額金が54百万円増加したことによります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度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１百万円増加の

1,971百万円となりました。当連結会計年度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。

(イ) 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345百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益259百万

円、仕入債務の増加額31百万円であり、支出の主な要因は、たな卸資産の増加額22百万円であります。

(ロ) 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18百万円となりました。収入の主な要因は定期預金の払戻による収入424百万円

であり、支出の主な要因は定期預金の預入による支出313百万円、有形固定資産の取得による支出107百万円による

ものであります。

(ハ) 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325百万円となりました。収入の主な要因は長期借入による収入250百万円であ

り、支出の主な要因は短期借入金の純減額80百万円、長期借入金の返済による支出459百万円であります。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

　

平成25年８月期 平成26年８月期 平成27年８月期 平成28年８月期 平成29年８月期

自己資本比率 (％) 31.7 29.6 28.9 31.6 34.3

時価ベースの自己資本比率
(％)

16.6 14.1 22.2 20.0 25.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (年)

254.7 685.4 343.3 ― 421.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

41.9 13.9 26.2 ― 28.4

（４）今後の見通し

今後のわが国経済につきましては、雇用や所得環境の改善により緩やかな回復基調が続くことが期待されますが、

海外経済の不確実性にも留意する必要があり、慎重な判断が求められる状況です。

このような経済状況を前提として、当社グループは「お客様の発展をトータルにサポートし、お客様にお喜びいた

だき、社会に貢献する」を経営の基本とし、新たな事業計画「ktkアドバンスドプランVer.2」の実行と共に、高付加

価値商品であるリサイクルトナーやOAサプライ商品、文具事務用品、OA機器などの商材を中心に、コスト削減や環境

貢献につながる提案を行ってまいります。

上記を踏まえ、平成30年８月期における通期連結業績は、売上高16,552百万円、営業利益211百万円、経常利益243

百万円、親会社株主に帰属する当期純利益136百万円を見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成

しております。

　なお、将来のIFRS(国際財務報告基準)適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針で

あります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月20日)

当連結会計年度
(平成29年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,510,499 2,400,751

受取手形及び売掛金 2,429,526 2,430,617

商品及び製品 408,905 430,347

仕掛品 464 541

原材料及び貯蔵品 47,689 48,848

繰延税金資産 40,893 59,013

その他 47,195 71,191

貸倒引当金 △829 △1,036

流動資産合計 5,484,346 5,440,276

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,069,429 1,103,155

減価償却累計額 △793,375 △814,151

建物及び構築物（純額） 276,054 289,003

機械装置及び運搬具 195,371 197,162

減価償却累計額 △114,673 △125,288

機械装置及び運搬具（純額） 80,698 71,874

土地 1,097,416 1,116,221

建設仮勘定 2,206 48,960

その他 220,427 222,806

減価償却累計額 △162,541 △171,722

その他（純額） 57,885 51,084

有形固定資産合計 1,514,260 1,577,143

無形固定資産

のれん 91,140 85,444

ソフトウエア 90,425 47,861

その他 6,141 6,340

無形固定資産合計 187,707 139,645

投資その他の資産

投資有価証券 415,291 507,181

退職給付に係る資産 172,413 184,208

繰延税金資産 7,366 268

保険積立金 108,733 120,925

その他 324,088 321,402

貸倒引当金 △15,464 △16,293

投資その他の資産合計 1,012,428 1,117,693

固定資産合計 2,714,397 2,834,483

資産合計 8,198,743 8,274,759
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月20日)

当連結会計年度
(平成29年８月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,977,211 3,009,031

短期借入金 1,341,898 1,233,268

リース債務 7,407 6,308

未払法人税等 34,266 43,329

繰延税金負債 358 4

賞与引当金 84,035 85,613

役員賞与引当金 7,500 17,424

その他 337,669 379,486

流動負債合計 4,790,346 4,774,465

固定負債

長期借入金 404,727 223,805

リース債務 14,260 7,952

繰延税金負債 65,312 88,104

役員退職慰労引当金 85,407 97,048

退職給付に係る負債 128,697 116,168

資産除去債務 1,681 1,709

その他 118,191 130,617

固定負債合計 818,278 665,405

負債合計 5,608,624 5,439,870

純資産の部

株主資本

資本金 294,675 294,675

資本剰余金 663,325 663,325

利益剰余金 1,551,714 1,742,473

自己株式 △1,281 △1,281

株主資本合計 2,508,433 2,699,192

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 81,685 135,696

その他の包括利益累計額合計 81,685 135,696

純資産合計 2,590,118 2,834,888

負債純資産合計 8,198,743 8,274,759
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
　至 平成29年８月20日)

売上高 17,185,733 16,860,547

売上原価 13,730,539 13,464,751

売上総利益 3,455,193 3,395,795

販売費及び一般管理費 3,263,891 3,184,467

営業利益 191,302 211,328

営業外収益

受取利息 802 748

受取配当金 9,174 9,898

仕入割引 44,921 49,561

受取家賃 41,805 59,875

その他 12,253 9,412

営業外収益合計 108,957 129,497

営業外費用

支払利息 16,229 12,161

売上割引 45,905 54,709

不動産管理費 17,074 14,710

その他 6,639 6,875

営業外費用合計 85,848 88,456

経常利益 214,411 252,368

特別利益

保険解約益 8,418 3,863

子会社株式売却益 3,354 -

投資有価証券売却益 - 3,189

特別利益合計 11,772 7,052

特別損失

投資有価証券評価損 7,679 -

固定資産売却損 1,502 -

特別損失合計 9,182 -

税金等調整前当期純利益 217,001 259,421

法人税、住民税及び事業税 42,194 54,970

法人税等調整額 77,697 △14,918

法人税等合計 119,891 40,051

当期純利益 97,109 219,369

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 97,109 219,369
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
　至 平成29年８月20日)

当期純利益 97,109 219,369

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △56,006 54,011

その他の包括利益合計 △56,006 54,011

包括利益 41,102 273,380

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 41,102 273,380

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成27年８月21日 至 平成28年８月20日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 294,675 708,475 1,454,605 △46,431 2,411,323 137,692 137,692 2,549,016

当期変動額

剰余金の配当 - - -

親会社株主に帰属す

る当期純利益
97,109 97,109 97,109

自己株式の消却 △45,150 45,150 - -

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

△56,006 △56,006 △56,006

当期変動額合計 - △45,150 97,109 45,150 97,109 △56,006 △56,006 41,102

当期末残高 294,675 663,325 1,551,714 △1,281 2,508,433 81,685 81,685 2,590,118

当連結会計年度（自 平成28年８月21日 至 平成29年８月20日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
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

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 294,675 663,325 1,551,714 △1,281 2,508,433 81,685 81,685 2,590,118

当期変動額

剰余金の配当 △28,610 △28,610 △28,610

親会社株主に帰属す

る当期純利益
219,369 219,369 219,369

自己株式の消却 -

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

54,011 54,011 54,011

当期変動額合計 - - 190,758 - 190,758 54,011 54,011 244,769

当期末残高 294,675 663,325 1,742,473 △1,281 2,699,192 135,696 135,696 2,834,888
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
　至 平成29年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 217,001 259,421

減価償却費 117,325 103,228

のれん償却額 5,696 5,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,886 1,036

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,828 11,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,500 9,924

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,893 1,577

受取利息及び受取配当金 △9,976 △10,646

支払利息 16,229 12,161

固定資産除却損 1,758 789

固定資産売却損益（△は益） 1,190 △814

保険解約損益（△は益） △8,418 △3,863

投資有価証券売却損益（△は益） - △3,189

子会社株式売却損益（△は益） △3,354 -

投資有価証券評価損益（△は益） 7,679 -

会員権評価損 160 -

売上債権の増減額（△は増加） 103,974 △2,120

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,458 △22,677

仕入債務の増減額（△は減少） △519,719 31,819

その他 10,218 5,742

小計 3,675 399,723

利息及び配当金の受取額 9,976 10,646

利息の支払額 △16,264 △13,047

法人税等の支払額 △37,098 △51,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,710 345,695

決算短信（宝印刷） 2017年10月02日 18時26分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ケイティケイ株式会社(3035) 平成29年８月期 決算短信

10

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
　至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
　至 平成29年８月20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 △19,318 △313,812

定期預金の払戻による収入 49,805 424,801

有価証券の取得による支出 △4 -

有価証券の償還による収入 21,022 -

有形固定資産の取得による支出 △15,662 △107,813

有形固定資産の売却による収入 5,846 815

無形固定資産の取得による支出 △2,353 △6,013

投資有価証券の取得による支出 △11,779 △12,877

投資有価証券の売却による収入 - 4,260

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△16,837 -

差入保証金の差入による支出 △40,171 △32,324

差入保証金の回収による収入 9,799 37,102

保険積立金の積立による支出 △25,361 △15,893

保険積立金の解約による収入 38,211 7,392

長期前払費用の取得による支出 △6,278 △4,940

その他 △227 318

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,309 △18,984

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） - △80,000

長期借入れによる収入 300,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △501,155 △459,552

リース債務の返済による支出 △7,244 △7,407

配当金の支払額 △147 △28,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,546 △325,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261,566 1,240

現金及び現金同等物の期首残高 2,232,165 1,970,599

現金及び現金同等物の期末残高 1,970,599 1,971,839
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当連結会

計年度から適用しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(１) 前連結会計年度(自 平成27年８月21日 至 平成28年８月20日)

「(２) 当連結会計年度（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであるため、前連結会計年度

の記載を省略しております。

　

(２) 当連結会計年度(自 平成28年８月21日 至 平成29年８月20日)

当社グループは「サプライ事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループの報告セグメントは、従来「サプライ事業」と「ソリューション事業」に区分しておりましたが、

当連結会計年度より「サプライ事業」のみの単一セグメントに変更しております。

これは、「ソリューション事業」について、平成28年３月22日付けで新設分割し、同日付けで新設会社である株

式会社ケイティケイソリューションズの株式の一部を譲渡したためであります。

　

(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
至 平成29年８月20日)

１株当たり純資産額 452円64銭 495円42銭

１株当たり当期純利益金額 16円97銭 38円33銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり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。

２ 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

(平成28年８月20日)
当連結会計年度

(平成29年8月20日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計金額(千円) 2,590,118 2,834,888

普通株式に係る純資産額(千円) 2,590,118 2,834,888

普通株式の発行済株式数(株) 5,725,000 5,725,000

普通株式の自己株式数(株) 2,861 2,861

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

5,722,139 5,722,139

　

決算短信（宝印刷） 2017年10月02日 18時26分 11ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ケイティケイ株式会社(3035) 平成29年８月期 決算短信

12

２ １株当たり当期純利益金額

項目
前連結会計年度

(自 平成27年８月21日
至 平成28年８月20日)

当連結会計年度
(自 平成28年８月21日
至 平成29年８月20日)

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円)

97,109 219,369

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 (千円)

97,109 219,369

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 5,722,139 5,722,139

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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