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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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 ％

23年2月期第1四半期 2,216 △8.7 402 △11.1 418 △11.1 216 △1.0

22年2月期第1四半期 2,428 ― 453 ― 471 ― 218 ―

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2月期第1四半期 39.01 ―

22年2月期第1四半期 39.41 ―

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2月期第1四半期 5,218 3,334 63.9 601.72
22年2月期 4,770 3,144 65.9 567.32

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  3,334百万円 22年2月期  3,144百万円

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

22年2月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00

23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

5.50 ― 5.50 11.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

4,220 0.5 505 2.0 535 0.9 272 12.4 49.08

通期 7,210 0.2 395 9.3 444 6.4 207 20.4 37.53
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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） 

(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 無

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2月期第1四半期 5,551,230株 22年2月期  5,551,230株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  9,530株 22年2月期  9,410株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 5,541,799株 22年2月期第1四半期 5,541,910株

※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。 
 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。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善から輸出や生産の増加が続くもとで、設

備投資に持ち直しの傾向が見られました。個人消費においては、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もあり、一部に持ち直しの傾向が見られるものの、雇用・所得環境が引き続き

厳しい状況にあり、節約志向も依然として強いことから、個人消費は引き続き低迷しております。 

 当社の属するクリーニング業界におきましても、個人消費の低迷と天候要因により需要が低迷し、厳し

い経営環境で推移しました。 

 当社におきましても、３月、４月の気温が平年を大幅に下回り、冬物衣料が手放せない天候要因によ

り、春の衣替えシーズンが大幅に遅れ、５月に入りようやく需要が回復したものの、３月、４月の落ち込

みをカバーするには至りませんでした。 

 このような状況の中で、当社は、営業力の強化を重点課題に掲げ、３月１日より組織改正を実施しまし

た。主な改正の内容は、営業部を新設し、各地区に女性を中心とした営業スタッフを配置することによ

り、地域に密着したサービスの提供を行うことであります。今後は、営業活動を定着させ運営の強化を図

ってまいります。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は2,216,145千円と前年同四半期と比べ212,332千円

（8.7%）の減収となりました。営業利益は402,999千円と前年同四半期と比べ50,149千円（11.1%）の減

益、経常利益は418,816千円と前年同四半期と比べ52,505千円（11.1%）の減益、四半期純利益は216,187

千円と前年同四半期と比べ2,210千円（1.0%）の減益となりました。 

 なお、ホームクリーニング業界は、通常の場合、春の衣替えの時期に重衣料が洗濯物として出されるた

め春場に 需要期を迎えます。したがって、当社の売上高は、当第１四半期に偏る傾向があり、四半期の

業績に季節変動があります。   

  

(1) 財政状態 

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べて419,557千円増加し、2,294,553千円となりました。これは、現金及

び預金が347,587千円、売掛金が68,117千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28,883千円増加し、2,924,318千円となりました。これは、有形固

定資産が6,322千円、投資その他の資産が9,246千円それぞれ減少したものの、リース資産が51,400千円増

加したことなどにより無形固定資産が44,452千円増加したことによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて448,440千円増加し、5,218,872千円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べて258,846千円増加し、1,162,243千円となりました。これは、未払金

が115,034千円、未払法人税等が73,152千円増加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945千円減少し、722,077千円となりました。これは、リース債務が

47,720千円増加したものの、長期借入金が33,669千円減少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257,901千円増加し、1,884,321千円となりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べて190,539千円増加し、3,334,551千円となりました。これは、利益

剰余金が185,707千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

―　3　―

㈱きょくとう（2300）　平成23年２月期第１四半期決算短信（非連結）



(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ

430,823千円増加し、当第１四半期会計期間末には1,562,082千円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、436,758千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税引前四半期純利益401,279千円、未払消費税等の増加額30,078千円等であり、支

出の主な内訳は、法人税等の支払額107,037千円、売上債権の増加額68,117千円等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は、66,318千円となりました。 

 収入の主な内訳は、定期性預金の払戻による収入258,922千円等であり、支出の主な内訳は、定期性預

金の預入による支出175,686千円、有形固定資産の取得による支出22,663千円等であります。 

(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、72,253千円となりました。 

 これは、主に長期借入金の返済による支出35,469千円、配当金の支払額29,675千円によるものでありま

す。 

  

平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年４月19日に発表した業績予想と同じであり、変更

はありません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

―　4　―

㈱きょくとう（2300）　平成23年２月期第１四半期決算短信（非連結）



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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,015,210 1,667,623

売掛金 116,652 48,535

商品 16,199 13,948

原材料及び貯蔵品 13,935 16,049

前払費用 70,928 67,398

その他 61,625 61,440

流動資産合計 2,294,553 1,874,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 402,227 408,391

土地 1,609,246 1,609,246

リース資産（純額） 5,903 －

その他（純額） 79,853 85,915

有形固定資産合計 2,097,230 2,103,553

無形固定資産   

のれん 39,936 46,718

リース資産 51,400 －

その他 25,537 25,703

無形固定資産合計 116,875 72,422

投資その他の資産   

差入保証金 501,522 508,456

その他 208,690 211,002

投資その他の資産合計 710,212 719,459

固定資産合計 2,924,318 2,895,435

資産合計 5,218,872 4,770,431

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,201 28,319

短期借入金 100,000 100,000

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 139,026 140,826

リース債務 12,448 －

未払金 449,557 334,523

未払法人税等 190,971 117,819

賞与引当金 39,167 35,212

役員賞与引当金 － 3,250

ポイント引当金 92,105 80,590

その他 73,766 52,857

流動負債合計 1,162,243 903,397
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

固定負債   

社債 30,000 35,000

長期借入金 359,454 393,123

リース債務 47,720 －

退職給付引当金 104,197 107,760

役員退職慰労引当金 116,484 122,773

その他 64,221 64,366

固定負債合計 722,077 723,022

負債合計 1,884,321 1,626,419

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 2,389,422 2,203,715

自己株式 △3,115 △3,081

株主資本合計 3,337,365 3,151,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,814 △7,681

評価・換算差額等合計 △2,814 △7,681

純資産合計 3,334,551 3,144,011

負債純資産合計 5,218,872 4,770,431
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,428,477 2,216,145

売上原価 637,158 579,364

売上総利益 1,791,319 1,636,781

販売費及び一般管理費 1,338,170 1,233,781

営業利益 453,149 402,999

営業外収益   

受取利息 665 317

受取配当金 269 322

受取家賃 9,649 8,983

その他 11,196 11,344

営業外収益合計 21,781 20,968

営業外費用   

支払利息 2,644 2,348

その他 964 2,803

営業外費用合計 3,608 5,151

経常利益 471,321 418,816

特別損失   

固定資産除却損 － 5,660

減損損失 － 4,378

投資有価証券評価損 － 7,498

過年度ポイント引当金繰入額 51,067 －

特別損失合計 51,067 17,536

税引前四半期純利益 420,254 401,279

法人税等 201,857 185,092

四半期純利益 218,397 216,187
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 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31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 420,254 401,279

減価償却費 30,063 25,498

のれん償却額 7,381 6,781

減損損失 － 4,378

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,092 △3,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,370 △6,288

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,885 3,955

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,730 △3,250

ポイント引当金の増減額（△は減少） 63,508 11,515

受取利息及び受取配当金 △935 △640

支払利息 2,644 2,348

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,498

有形固定資産除却損 － 5,660

売上債権の増減額（△は増加） △57,322 △68,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △292 △137

仕入債務の増減額（△は減少） 24,200 26,882

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,517 30,078

その他の資産の増減額（△は増加） △64,624 △2,094

その他の負債の増減額（△は減少） 125,490 103,755

小計 575,764 545,539

利息及び配当金の受取額 797 684

利息の支払額 △2,711 △2,429

法人税等の支払額 △80,212 △107,037

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,637 436,758

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 △115,891 △175,686

定期性預金の払戻による収入 169,554 258,922

有形固定資産の取得による支出 △27,335 △22,663

有形固定資産の除却による支出 － △1,228

投資有価証券の取得による支出 △4,508 －

出資金の回収による収入 50 －

短期貸付金の回収による収入 － 40

差入保証金の差入による支出 △12,611 △10,044

差入保証金の回収による収入 9,385 16,979

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,642 66,318
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31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 △30,218 △35,469

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

リース債務の返済による支出 － △2,074

配当金の支払額 △28,938 △29,675

自己株式の取得による支出 － △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,156 △72,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 448,123 430,823

現金及び現金同等物の期首残高 1,068,777 1,131,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,516,901 1,562,082
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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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