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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年2月期第3四半期 5,847 ― 499 ― 553 ― 251 ―

21年2月期第3四半期 6,103 7.4 426 8.1 474 7.5 237 7.7

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

22年2月期第3四半期 45.37 ―

21年2月期第3四半期 42.91 ―

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

22年2月期第3四半期 4,981 3,223 64.7 581.59
21年2月期 4,647 3,032 65.2 547.14

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  3,223百万円 21年2月期  3,032百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年2月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00
22年2月期 ― 5.50 ―

22年2月期 
（予想）

5.50 11.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 7,180 △4.4 310 △13.6 351 △18.1 160 △23.5 28.87
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第3四半期 5,551,230株 21年2月期  5,551,230株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  9,380株 21年2月期  9,320株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第3四半期 5,541,877株 21年2月期第3四半期 5,542,289株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含
んでいます。実際の業績は、当社の業績を取り巻く経済情勢、市場の動向などに係る様々な要因により、記述されている業績予想とは異なる可能性があ
ることをご承知おきください。 
なお、業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．平成21年12月27日の新聞報道で、当社の工場において建築基準法に違反した状態で操業しているとの報道がされました。当社は、既に環境改善委員
会を発足させ、現状調査と工場の移転や工場用地の確保など改善の取り組みを実施しております。更に、工場の移転や非可燃性溶剤への変更など、早
急に改善を推進してまいります。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（3）法的規制等によるリスク」について変更を行い、その
内容を第３四半期報告書に記載する予定であります。 
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当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や経済対策のエコポイント制度及び減

税・補助金など各種対策の効果から、景気の一部に持ち直しの傾向が見られます。しかし、一方で失業率

が高水準で推移し、雇用情勢の悪化と給与所得が大幅に減少するなど、厳しい経営環境が続いており、こ

れに伴い消費者の節約志向が一段と強まり、厳しい状況が続いております。 

 当社が属するクリーニング業界におきましても、個人消費の低迷を背景に、依然として厳しい経営環境

で推移しております。 

 このような状況の中で、当社は、新規出店と品質向上を基本方針として積極的な活動を推進しました。

 新規出店につきましては、当社の主力店舗である「マックス店」と「100円クリーニングショップ」を

中心に、６店舗を新規オープンし、加えて１店舗をリニューアルいたしました。これにより、当第３四半

期累計期間の新規オープンは33店舗、リニューアルは69店舗となりました。 

 品質向上につきましては、「シミ抜き有料化」と「品質向上委員制度」など、消費者のニーズに対応し

た取り組みを上半期に引き続き実施しており、確実に成果を上げております。 

 また、全社的な販促活動として毎年恒例の「秋のプレゼントキャンペーン」を実施し、多くのお客様に

好評を頂き、好調に推移しました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は1,649,028千円、営業利益は3,828千円、経常利

益は23,191千円、四半期純利益は9,522千円となりました。 

  

(1) 財政状態 

(資産) 

 流動資産は、前事業年度末に比べて474,079千円増加し、2,095,302千円となりました。これは、現金及

び預金が401,051千円、前払費用が61,705千円、売掛金が11,410千円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて139,872千円減少し、2,886,587千円となりました。これは、無形固

定資産がのれんの減少等により23,809千円減少し、投資その他の資産が、長期性預金を約定により流動資

産に変更したこと等により96,359千円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて334,206千円増加し、4,981,889千円となりました。 

 (負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて97,963千円増加し、1,004,407千円となりました。これは、未払金

が35,132千円、未払法人税等が62,034千円増加し、更に、第１四半期会計期間よりポイント引当金を計上

しており、当第３四半期会計期間末で77,605千円を計上したことなどによります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて45,403千円増加し、754,420千円となりました。これは、長期借入

金が42,258千円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて143,366千円増加し、1,758,828千円となりました。 

 (純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて190,839千円増加し、3,223,060千円となりました。これは、利益

剰余金が190,485千円増加したことなどによります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 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、第２四半期会計期間末

に比べ44,021千円減少し、当第３四半期会計期間末には1,377,305千円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は、4,912千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税引前四半期純利益18,506千円、減価償却費33,863千円等であり、支出の主な内訳

は、未払消費税等の減少額5,674千円等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は、43,477千円となりました。 

 支出の主な内訳は、定期性預金の預入による支出157,074千円、有形固定資産の取得による支出17,635

千円等であり、収入の主な内訳は、定期性預金の払戻による収入133,882千円等であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は、5,456千円となりました。 

 これは、長期借入れによる収入160,000千円があるものの、短期借入金の純減少額100,000千円や長期借

入金の返済による支出30,802千円等によるものであります。 

  

景気は、一部に持ち直しの傾向が見られるものの、失業率が高水準で推移し、雇用情勢の悪化と給与所

得が大幅に減少するなど、厳しい経営環境が続いており、これに伴い消費者の節約志向が一段と強まり、

厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社は、新規出店や品質向上を基本方針として積極的な活動を推進し、需要の

拡大に努めてまいりましたが、当初の予想を下回る見込みとなりました。 

 平成22年２月期通期業績予想につきましては、売上高が、上記の影響により当初予想7,700百万円を下

回る7,180百万円（当初予想比：520百万円減、対前年比：333百万円減）となる見込みであります。 

 営業利益につきましては、工場運営において、稼動時間の管理や運営面の改善を継続的に実施し、昨年

度に実施した回収乾燥機の買い替えによる効果もあり、売上原価を大きく圧縮しましたが、売上高減少が

影響し、当初予想を74百万円下回る310百万円となる見込みであります。 

 経常利益は、上記理由により当初予想を82百万円下回る351百万円となり、当期純利益は、当初予想を

32百万円下回る160百万円となる見込みであります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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① 棚卸資産の評価方法 

棚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。 

② 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、事業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。 

③ 繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降の経営環境に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使

用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当事業年度の第１四半期会計期間から、平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

ポイント引当金 

当社の特別会員に対して付与したポイントについて、従来、ポイントの使用時に販売促進費に費用計

上しておりましたが、その使用状況を合理的に算定することが可能となりましたので、第１四半期会計

期間から、将来、使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上する方法に変更いたしま

した。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益はそれぞれ

26,538千円減少し、税引前四半期純利益が77,605千円減少しております。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 追加情報
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５【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,890,860 1,489,809

売掛金 66,573 55,162

商品 13,811 11,939

貯蔵品 17,318 18,898

前払費用 77,035 15,329

その他 29,701 30,082

流動資産合計 2,095,302 1,621,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 423,573 436,078

土地 1,550,461 1,550,461

その他（純額） 100,915 108,113

有形固定資産合計 2,074,950 2,094,653

無形固定資産   

のれん 58,900 81,045

その他 25,870 27,534

無形固定資産合計 84,770 108,580

投資その他の資産   

差入保証金 518,266 519,969

その他 208,600 303,256

投資その他の資産合計 726,866 823,225

固定資産合計 2,886,587 3,026,459

資産合計 4,981,889 4,647,682

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,043 35,369

短期借入金 100,000 200,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 141,876 114,872

未払金 370,557 335,424

未払法人税等 155,863 93,829

賞与引当金 48,065 43,986

役員賞与引当金 － 4,730

ポイント引当金 77,605 －

その他 57,397 68,232

流動負債合計 1,004,407 906,444

固定負債   

社債 35,000 45,000

長期借入金 427,542 385,284

退職給付引当金 105,583 98,424

役員退職慰労引当金 121,925 123,600

その他 64,370 56,708

固定負債合計 754,420 709,017
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

負債合計 1,758,828 1,615,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 555,092 555,092

資本剰余金 395,966 395,966

利益剰余金 2,282,415 2,091,930

自己株式 △3,071 △3,054

株主資本合計 3,230,402 3,039,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,342 △7,713

評価・換算差額等合計 △7,342 △7,713

純資産合計 3,223,060 3,032,221

負債純資産合計 4,981,889 4,647,682
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,847,752

売上原価 1,770,664

売上総利益 4,077,087

販売費及び一般管理費 3,577,664

営業利益 499,423

営業外収益  

受取利息 1,530

受取配当金 859

受取家賃 28,868

その他 35,044

営業外収益合計 66,302

営業外費用  

支払利息 7,561

その他 4,771

営業外費用合計 12,333

経常利益 553,391

特別損失  

固定資産売却損 48

固定資産除却損 4,169

減損損失 13,730

過年度ポイント引当金繰入額 51,067

特別損失合計 69,015

税引前四半期純利益 484,376

法人税等 232,930

四半期純利益 251,446
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,649,028

売上原価 545,758

売上総利益 1,103,270

販売費及び一般管理費 1,099,441

営業利益 3,828

営業外収益  

受取利息 331

受取配当金 119

受取家賃 9,687

その他 13,287

営業外収益合計 23,426

営業外費用  

支払利息 2,459

その他 1,603

営業外費用合計 4,063

経常利益 23,191

特別損失  

固定資産除却損 2,032

減損損失 2,653

特別損失合計 4,685

税引前四半期純利益 18,506

法人税等 8,983

四半期純利益 9,522
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 484,376

減価償却費 96,213

のれん償却額 22,145

減損損失 13,730

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,674

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,079

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,730

ポイント引当金の増減額（△は減少） 77,605

受取利息及び受取配当金 △2,389

支払利息 7,561

有形固定資産除却損 4,169

有形固定資産売却損益（△は益） 48

売上債権の増減額（△は増加） △11,410

たな卸資産の増減額（△は増加） △291

仕入債務の増減額（△は減少） 7,673

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,518

その他の資産の増減額（△は増加） 37,340

その他の負債の増減額（△は減少） 17,498

小計 761,622

利息及び配当金の受取額 2,735

利息の支払額 △7,632

法人税等の支払額 △168,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,218

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期性預金の預入による支出 △496,354

定期性預金の払戻による収入 403,831

有形固定資産の取得による支出 △73,583

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △4,508

有形固定資産の除却による支出 △5,980

出資金の回収による収入 50

短期貸付けによる支出 △120

短期貸付金の回収による収入 20

差入保証金の差入による支出 △26,476

差入保証金の回収による収入 24,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,636
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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） △100,000

長期借入れによる収入 160,000

長期借入金の返済による支出 △90,738

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △60,298

自己株式の取得による支出 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 308,528

現金及び現金同等物の期首残高 1,068,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,377,305
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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前四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年11月30日) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期
(平成21年２月期第３四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,103,020

Ⅱ 売上原価 1,915,860

   売上総利益 4,187,160

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,760,761

   営業利益 426,398

Ⅳ 営業外収益 64,561

Ⅴ 営業外費用 16,400

   経常利益 474,559

Ⅵ 特別利益 492

Ⅶ 特別損失 6,938

   税引前四半期純利益 468,112

   税金費用 230,286

   四半期純利益 237,826
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年11月30日) 

 
  

前年同四半期 

(平成21年２月期第３四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 468,112

   減価償却費 121,000

   のれん償却額 34,775

   引当金の増加額 16,338

   受取利息及び受取配当金 △3,072

   支払利息及び社債利息 9,980

   有形固定資産除却損 3,420

   有形固定資産売却損 1,944

   売上債権の増加額 △24,445

   仕入債務の増加額 10,938

   その他 122,917

    小計 761,910

   利息及び配当金の受取額 3,072

   利息の支払額 △9,910

   法人税等の支払額 △139,987

  営業活動によるキャッシュ・フロー 615,084

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期性預金の預入による支出 △262,623

   定期性預金の払出による収入 271,609

   投資有価証券の取得による支出 △15,360

   事業の譲受けによる支出 △34,576

   有形固定資産の取得による支出 △82,028

   有形固定資産の売却による収入 12,561

   無形固定資産の取得による支出 △635

   貸付金の回収による収入 194

   差入保証金の取得による支出 △23,418

   差入保証金の回収による収入 14,749

  投資活動によるキャッシュ・フロー △119,528

Ⅲ 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 △95,808

   社債償還による支出 △20,000

   配当金の支払額 △60,398

   自己株式の取得による支出 △313

   自己株式の処分による収入 241

  財務活動によるキャッシュ・フロー △176,278

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 319,277

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 856,761

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  四半期末残高
1,176,038
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