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（１）経営成績に関する説明 

   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権の経済政策や日本銀行の金融政策を背景に円安株高が

 進行し、企業業績の改善が進むなど、一部に景気回復の兆しが見られたものの、消費税率の引上げによる景気減

 速懸念などもあり、引続き先行き不透明な状況が続いております。  

  このような状況の下、当社グループはリーディングカンパニーの 大条件を「ファンの多さ」と定義づけ「フ

 ァンつくり」を経営 大のテーマとして、その実践を推進しております。 

  当第３四半期連結累計期間において、通信販売事業では東南アジアからのアパレルや生活雑貨等の輸入、及び

 美容・健康商品の輸出を本格化させるべく海外事業部のメンバーが東南アジアに出向き商談を活発化させており

 ます。 

  ＳＫＩＮＦＯＯＤ事業では、当第３四半期連結会計期間において直営店２店舗をリニューアルし、２店舗を閉

 鎖いたしましたことから当第３四半期連結会計期間末の店舗数は直営店24店舗（前年同四半期末24店舗）、ＦＣ

 店１店舗（前年同四半期末１店舗）の25店舗（前年同四半期末25店舗）となりました。 

  ＣＲＭソリューション事業では、主力商品の通話録音システム「ＶＯＩＳＴＯＲＥ」の販売をパートナー企業

 と共に情報交換を密にしながら強化してまいりました。 

   以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高8,919百万円（前年同四半期比1.9％減）、営業利益

 53百万円（前年同四半期比65.7％減）、経常利益50百万円（前年同四半期比70.4％減）、四半期純損失55百万円

 （前年同四半期は57百万円の四半期純利益）となりました。 

  

各セグメントの業績は次のとおりです。 

＜通信販売事業＞ 

 売上高は7,815百万円（前年同四半期比2.2％減）となり、営業利益は150百万円（前年同四半期比31.9％

減）となりました。  

＜ＳＫＩＮＦＯＯＤ事業＞ 

 売上高は952百万円（前年同四半期比3.2％増）となり、営業損失は60百万円（前年同四半期は44百万円の

営業損失）となりました。 

＜ＣＲＭソリューション事業＞ 

 売上高は151百万円（前年同四半期比15.8％減）となり、営業損失は36百万円（前年同四半期は17百万円の

営業損失）となりました。   

     

（２）財政状態に関する説明 

    （資産） 

    当第３四半期連結会計期間末の流動資産につきましては、前期末に比べ33百万円増加しました。 

   主な流動資産の変動は、「現金及び預金」が115百万円減少し、「商品及び製品」が167百万円増加したことに 

  よります。 

    当第３四半期連結会計期間末の固定資産につきましては、0百万円減少しました。 

  主な固定資産の変動は、「有形固定資産」が57百万円減少し、「投資その他の資産」が51百万円増加したことに

 よります。この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は4,354百万円となり、前期末に比べ33百万円増加 

 しました。 

  

（負債）  

   当第３四半期連結会計期間末の流動負債につきましては、前期末に比べ135百万円増加しました。 

  主な流動負債の変動は、「買掛金」が194百万円、「その他」が117百万円、それぞれ減少し、「短期借入金」が

  480百万円増加したことによります。 

   当第３四半期連結会計期間末の固定負債につきましては、前期末に比べ30百万円減少しました。 

  主な固定負債の変動は、「長期借入金」が44百万円減少したことによります。この結果、当第３四半期連結会計 

  期間末の負債は2,895百万円となり、前期末に比べ104百万円増加しました。 

  

      （純資産）  

        当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前期末に比べ70百万円減少しました。 

         主な純資産の変動は、「利益剰余金」が87百万円減少したことによります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

    現時点において、平成26年１月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変

 更はありません。 

  なお、上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分

 に不確定な要素を含んでおります。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当連結会計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又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

     該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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）

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 189,538 74,312

受取手形及び売掛金 2,081,546 2,015,478

商品及び製品 1,098,984 1,266,605

原材料及び貯蔵品 4,589 5,395

未着商品 － 17,459

その他 128,680 146,179

貸倒引当金 △13,676 △1,830

流動資産合計 3,489,663 3,523,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 233,595 179,237

土地 80,216 80,216

その他（純額） 36,747 33,597

有形固定資産合計 350,559 293,051

無形固定資産   

その他 76,120 81,871

無形固定資産合計 76,120 81,871

投資その他の資産   

その他 415,129 466,410

貸倒引当金 △10,522 △10,529

投資その他の資産合計 404,607 455,881

固定資産合計 831,287 830,803

資産合計 4,320,951 4,354,405

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,067,926 872,933

短期借入金 120,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 343,292 311,464

ポイント引当金 8,239 8,470

返品調整引当金 13,282 12,285

その他 564,154 446,752

流動負債合計 2,116,894 2,251,905

固定負債   

長期借入金 495,158 451,122

退職給付引当金 67,816 75,895

役員退職慰労引当金 106,930 112,412

その他 4,450 3,975

固定負債合計 674,355 643,404

負債合計 2,791,249 2,895,310
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,749 401,749

資本剰余金 324,449 331,989

利益剰余金 887,573 800,496

自己株式 △84,490 △75,730

株主資本合計 1,529,282 1,458,505

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 419 589

その他の包括利益累計額合計 419 589

純資産合計 1,529,701 1,459,094

負債純資産合計 4,320,951 4,354,405
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 9,091,717 8,919,995

売上原価 5,588,420 5,433,543

売上総利益 3,503,296 3,486,451

販売費及び一般管理費 3,347,331 3,432,924

営業利益 155,964 53,526

営業外収益   

受取利息 1,059 182

受取手数料 4,195 3,519

為替差益 15,946 －

その他 2,402 1,882

営業外収益合計 23,604 5,584

営業外費用   

支払利息 8,695 7,070

為替差損 － 795

その他 － 742

営業外費用合計 8,695 8,609

経常利益 170,873 50,502

特別損失   

固定資産除却損 472 5,832

減損損失 17,901 37,585

特別損失合計 18,374 43,418

税金等調整前四半期純利益 152,499 7,083

法人税等 94,880 62,497

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

57,619 △55,413

四半期純利益又は四半期純損失（△） 57,619 △55,413

株式会社アイケイ（2722）平成26年５月期 第３四半期決算短信

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

57,619 △55,413

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 384 170

その他の包括利益合計 384 170

四半期包括利益 58,003 △55,242

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58,003 △55,242
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  該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期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）

（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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