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1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年6月1日～平成20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 ％

21年5月期第2四半期 3,895 △22.6 △198 ― △197 ― △236 ―

20年5月期第2四半期 5,032 2.2 △22 ― △23 ― △51 ―

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

21年5月期第2四半期 △12,486.95 ―

20年5月期第2四半期 △2,615.92 ―

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

21年5月期第2四半期 3,602 1,245 33.6 68,794.99
20年5月期 3,696 1,566 41.6 78,751.60

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  1,210百万円 20年5月期  1,537百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― ― ― 280.00 280.00
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31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  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 8,621 △11.7 △165 ― △166 ― △185 ― △10,234.00

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、３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、３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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  19,520株 20年5月期  19,520株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  1,929株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第2四半期  19,520株 20年5月期第2四半期  19,520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．平成20年7月15日に公表いたしました業績予想のうち、通期については、平成20年12月26日に開示いたしました「平成21年5月期第2四半期累計期間（非連結）及び通
期業績予想（非連結）の修正並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。 
２．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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３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。 
３．当会計年度より「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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油および穀物価格等の高騰による物価の上昇な

らびにサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機等の影響により、個人消費の低迷が

鮮明となるなど一気に景気減速の流れが強まり、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、商品開発型企業への変化を成し遂げるべく自社開発商品の取組みに注力す

るとともに、生協ルートおよび一般ルート(百貨店、同業他社等の一般事業会社への販売)でのカタ

ログ企画提案に努めてまいりました。 

セグメント別売上高につきましては、当社のメインマーケットである生協ルートにおいて、当社

はこれまで各地域の生協（単協）及び事業連合（単協が地域でまとまる事業連合化）に雑貨及び食品

のカタログ企画をそれぞれ個々に商品提案することで業績の拡大を図ってまいりました。しかしなが

ら前事業年度途中から、雑貨のカタログ企画において事業連合同士が統合企画を展開するという新た

な動きが始まり、この動きへの対応として当社の開発商品を中心に商品提案してまいりました。コス

メ商品、インナー商品はほぼ順調に商品の採用が決定いたしましたものの、他の雑貨商品においては

商品の採用に至らなかったこと及び上述の金融危機等による消費マインドの低下に伴う買い控えの

影響を受け、生協ルートでの雑貨類の売上高は 1,585 百万円（前年同期比 679 百万円減）となりまし

た。また、食品類におきましも上述の買い控え等の影響による売上減少もありましたことから、食品

類の売上高は 1,285 百万円（前年同期比 173 百万円減）、生協ルート全体では売上高 2,871 百万円（前

年同期比 853 百万円減）となりました。 

一般ルート（生協以外への事業会社への販売）は、第１四半期は計画通りに推移いたしましたも

のの、９月に勃発いたしました米国発の金融危機の影響により、消費マインドが一変した影響を受け、

第２四半期に入り厳しい状況となり売上高は 850 百万円（前年同期比 831 百万円増）となりました。 

Ｂ to C ルート（最終消費者へのダイレクト販売）では当社の新商品「ゾーンぞうすい」でのＴＶ

インフォマーシャルを開始いたしましたが、想定していた売上は確保できなかったことから、費用対

効果を鑑み早々にＴＶインフォマーシャルでの拡販縮小を決断いたしましたことから売上高は135百

万円（前年同期比 339 百万円減）となりました。また、その他といたしまして物流代行売上等が 37

百万円（前年同期比 25 百万円増）となりました。 

以上の結果、営業成績につきましては、売上高 3,895 百万円（前年同期 5,032 百万円）、営業損失

198 百万円（前年同期営業損失 22 百万円）、経常損失 197 百万円（前年同期経常損失 23 百万円）、四

半期純損失 236 百万円（前年同四半期純損失 51 百万円）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産・負債及び純資産の状況 

 （資産） 

   流動資産は、前事業年度末に比べて、48 百万円減少して 2,793 百万円となりました。これは主

として、商品が 173 百万円増加しておりますが、現金及び預金が 107 百万円減少、売掛金が 67 百

万円減少、未収法人税が 26 百万円減少、繰延税金資産が 12 百万円減少したことによるものであ

ります。 

   固定資産は、前事業年度末に比べて、45 百万円減少して 808 百万円となりました。これは主と

して減価償却による有形固定資産 10 百万円減少、無形固定資産 19 百万円減少、及び長期繰延税

金資産 18 百万円の減少によるものであります。 

 （負債） 

   流動負債は、前事業年度末に比べて、317 百万円増加して 1,867 百万円となりました。これは主

として買掛金 92 百万円の増加と、短期借入金 250 百万円の増加によるものです。 

   固定負債は、前事業年度末に比べて、90 百万円減少して 489 百万円となりました。これは主と

して長期借入金が 96 百万円減少したことによるものです。 
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（純資産） 

   純資産は、前事業年度末に比べて、321 百万円減少して 1,245 百万円となりました。これは主と

して利益剰余金 241 百万円減少と自己株式取得で 84 百万円減少したことによるものです。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期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 107

百万円減少し、108 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動における資金の減少は 118 百万円であります。主な資金の減少要因は、税引前四半期

純損失 205 百万円、たな卸資産の増加 171 百万円であります。また、主な資金の増加要因は、仕

入債務の増加 122 百万円、売上債権の減少 185 百万円となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動における資金の減少は 5 百万円であります。これは差入保証金による支出 5 百万円が

あったことが主な要因であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動における資金の増加は 19 百万円であります。主な資金の増加要因は、短期借入による

収入が 250 百万円、長期借入による収入が 100 百万円であります。また主な資金の減少要因は、

長期借入金の返済による支出 239 百万円、自己株式取得による支出 84 百万円であります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年５月期の業績予想につきましては、平成 20 年 12 月 26 日に公表いたしました「平成

21 年５月期第２四半期累計期間（非連結）及び通期業績予想（非連結）の修正並びに期末配当予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

       該当事項はありません。 

 

（2）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 

  ①四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

     ・税金費用の計算 

   税金費用については当第２四半期会計期間を含む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。ただし当該見積実効税率を用いて税金費用を計算す

ると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。 
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 （3）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更について 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より「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 

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7 月 5 日 企業会計

基準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、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。これによる損益への影響はあり

ません。 

   ③返品調整引当金の計上 

     第１四半期会計期間より、返品による損失に備えるため過去の実績を基準として算出した

見積額を計上しております。従来、返品に伴う損失は、返品を受けた期間の売上高の控除と

して処理しておりましたが、返品額の重要性が増加してきたことから、より適正な期間損益

計算を図るため、第１四半期会計期間から、過去の返品実績率に基づく将来の返品損失見込

額を返品調整引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べ、当第２四半期累計期間の売上総利益が 5,201 千円減少、営業損失及び

経常損失がそれぞれ 5,201 千円増加、税引前四半期純損失が 12,821 千円増加しております。   

 ④リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号)及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 16 号)を第１四半期会

計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これによる損益へ

の影響はありません。 

㈱アイケイ（2722）平成21年５月期　第２四半期決算短信（非連結）

4



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,600 215,642

受取手形及び売掛金 1,679,173 1,745,718

商品 923,149 749,992

その他 83,011 131,413

流動資産合計 2,793,936 2,842,767

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 215,366 219,307

土地 260,225 260,225

その他（純額） 28,521 34,852

有形固定資産合計 504,114 514,385

無形固定資産 142,022 161,722

投資その他の資産 162,704 177,823

固定資産合計 808,841 853,930

資産合計 3,602,778 3,696,698

負債の部   

流動負債   

買掛金 908,655 816,568

短期借入金 250,000 －

1年内返済予定の長期借入金 352,804 395,708

ポイント引当金 12,145 9,002

返品調整引当金 12,821 －

その他 330,886 328,299

流動負債合計 1,867,312 1,549,578

固定負債   

長期借入金 348,626 445,376

退職給付引当金 36,236 34,608

役員退職慰労引当金 104,722 100,147

固定負債合計 489,585 580,131

負債合計 2,356,897 2,129,710
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,749 401,749

資本剰余金 324,449 324,449

利益剰余金 569,063 811,032

自己株式 △84,490 －

株主資本合計 1,210,772 1,537,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △600 －

評価・換算差額等合計 △600 －

新株予約権 35,707 29,756

純資産合計 1,245,880 1,566,987

負債純資産合計 3,602,778 3,696,698
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（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,895,465

売上原価 2,451,968

売上総利益 1,443,497

販売費及び一般管理費 1,642,038

営業損失（△） △198,540

営業外収益  

受取利息及び配当金 78

受取手数料 1,791

その他 7,022

営業外収益合計 8,893

営業外費用  

支払利息 5,076

為替差損 2,688

その他 260

営業外費用合計 8,025

経常損失（△） △197,672

特別損失  

過年度返品調整引当金繰入額 7,620

特別損失合計 7,620

税引前四半期純損失（△） △205,292

法人税等 31,209

四半期純損失（△） △236,502
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △205,292

減価償却費 33,089

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,628

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,575

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,143

返品調整引当金の増減額（△は減少） 12,821

株式報酬費用 5,951

受取利息及び受取配当金 △78

支払利息 5,076

為替差損益（△は益） 2,688

売上債権の増減額（△は増加） 59,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,184

仕入債務の増減額（△は減少） 122,010

未収消費税等の増減額（△は増加） △9,458

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,285

その他の資産の増減額（△は増加） △15,746

その他の負債の増減額（△は減少） 36,600

小計 △139,680

利息及び配当金の受取額 77

利息の支払額 △5,065

法人税等の支払額 △410

法人税等の還付額 26,552

営業活動によるキャッシュ・フロー △118,526

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 △1,351

無形固定資産の取得による支出 △547

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,930

従業員に対する貸付けによる支出 △750

差入保証金の差入による支出 △5,760

保険積立金の解約による収入 2,437

その他 △1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,630
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20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） 250,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △239,654

自己株式の取得による支出 △84,490

配当金の支払額 △5,898

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,957

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,041

現金及び現金同等物の期首残高 215,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 108,600
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  当会計年度より「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。 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 （1）中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

    (自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 5,032,138 100.0

Ⅱ 売上原価 3,049,288 60.6

売上総利益 1,982,849 39.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,005,847 39.8

営業損失 22,997 △0.4

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 40

受取賃貸料 1,442

受取手数料 1,577

受取保険金 572

その他 3,675 7,309 0.1

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 6,428

その他 1,545 7,973 0.2

経常損失 23,661 △0.5

Ⅵ 特別利益 

貸倒引当金戻入益 354 354 0.0

Ⅶ 特別損失 

投資有価証券評価損 6,283

関係会社株式評価損 752 7,036 0.1

税引前中間純損失 30,344 △0.6

法人税、住民税及び事業税 410

法人税等調整額 20,308 20,718 0.4

中間純損失 51,062 △1.0
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（2）中間キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純損失（△） △30,344

減価償却費 25,135

貸倒損失 6,853

株式報酬費用 8,926

貸倒引当金の増加額(△は減少額) △354

退職給付引当金の増加額 4,172

役員退職慰労引当金の増加額 3,862

  役員賞与引当金の増加額(△は減少額) △10,200
ポイント引当金増加額 3,276

有価証券評価損 7,434

投資有価証券評価損 752

受取利息 △40

支払利息 6,428

売上債権の増加額 △61,951

たな卸資産の減少額 289,737

仕入債務の増加額(△は減少額) △58,626

未払消費税等の増加額 24,637

その他資産の減少額 18,917

その他負債の増加額(△は減少額) △24,770

その他 △617

小計 213,228

利息の受取額 40

利息の支払額 △6,767

法人税等の支払額 △15,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,282

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 △6,866

無形固定資産の取得による支出 △34,293
差入保証金の返戻による収入 5,020

その他の投資による支出 △7,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,688

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    短期借入金の借入による収入 △200,000

長期借入金の借入による収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △265,962

配当金の支払額 △18,256

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,218

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 63,375

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 128,471

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 191,847
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