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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第３四半期 143,736 △2.6 2,718 36.6 3,393 27.7 3,133 54.1

19年２月期第３四半期 147,640 △1.2 1,989 186.2 2,658 97.6 2,033 －

19年２月期 195,904 － 3,427 － 4,333 － 3,408 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年２月期第３四半期 55 53  －

19年２月期第３四半期 35 66  －

19年２月期 59 76  －

(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

20年２月期第３四半期 109,425 32,954 29.9 584 80

19年２月期第３四半期 120,616 33,176 27.4 578 42

19年２月期 112,961 34,465 30.3 601 26

(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

20年２月期第３四半期 11,758 △774 △10,422 8,095

19年２月期第３四半期 10,115 712 △5,088 13,066

19年２月期 4,949 927 △5,670 7,533
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２．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29日）　【参考】

 （％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 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 194,000 △1.0 4,500 31.3 5,400 24.6 3,500 2.7 62 61

 

３．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）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

 

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

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

㈱ケーヨー（8168） 平成 20 年２月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 2 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善や、雇用環境の改善が進み、景気は緩やかな回

復基調で推移しました。しかしながら、原油価格の高騰や、株安・円高基調の影響等、景気後退への懸念等もあり、

依然として厳しい環境にあります。

　このような状況の中、当社グループの中核であるホームセンター事業では、「ふだんの暮らし総合店」づくりをめ

ざし、販売力の向上に継続して取組んでまいりました。

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループは、ホームセンターを４店舗新設、５店舗閉鎖し、販売拠点の

強化に努めました。

　売上高は前年をやや下回る結果となりましたが、商品開発による値入率の改善等もあり、粗利益率は前年同期を上

回りました。

　店舗オペレーションの改善による労働時間の減少、その他販売管理費の削減に努めたことにより、経常利益、四半

期純利益はともに前年同期に対し、上回ることとなりました。

　主要商品別概況（平成19年９月１日～11月30日の概況）

ＤＩＹ・園芸用品

　ＤＩＹ用品では、防寒作業着が前年同期を大きく上回りました。

　園芸用品では、園芸用土、肥料が前年同期を上回りました。テラコッタ（鉢）等の開発商品も好調に推移しまし

た。

　社内教育研修等の効果により、鮮度管理の徹底を図った結果、野菜苗や切花が大きく前年同期を上回りました。

 

家庭用品・インテリア用品

　キッチン用品では、フライパン、炒め鍋等の開発商品の仕掛けにより調理器具が前期から引続き好調に推移しまし

た。漬物用品は、野菜の高騰の影響を受け前年同期を下回りました。

　リビング用品では、灯油価格の高騰から省エネ暖房商品が見直され、10月以降気温が前年同期に対し低く推移した

影響もあり、湯たんぽが前年同期を大きく上回りました。

　インテリア用品でも、10月以降気温の影響もあり、こたつ布団やホットカーペットカバーが好調に推移しました。

レジャー用品・ペット用品

　ペット用品では、ペットの健康への関心の高まりからヘルシー、ダイエット志向のペットフードが前年に引続き好

調に推移しました。ペットの室内飼育の増加の影響もあり、室内犬、猫のトイレ関連商品も好調に推移しました。

　トレーニング、アウトドア用品はやや苦戦しましたが、カー用品では、自動車用バッテリーが好調に推移しまし

た。

 

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、　

　売上高　　　　　　1,437億36百万円　（前年比　2.6%減）

  営業利益　　　　　　 27億18百万円　（前年比 36.6%増）

　経常利益　　　　　　 33億93百万円　（前年比 27.7%増）　

　四半期純利益　　　　 31億33百万円　（前年比 54.1%増）

　となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

    当第３四半期連結会計期間の総資産は1,094億25百万円となり、前連結会計年度末に比較し35億36百万円減少いたし

ました。主な要因は投資有価証券の時価差額52億22百万円の減少、たな卸資産12億82百万円の増加などによるもので

す。

  負債総額は764億70百万円となり、前連結会計年度末に比較し20億25百万円減少いたしました。主な要因は買掛金の

増加78億６百万円、短期・長期借入金89億33百万円の減少などによるものです。

  純資産合計は329億54百万円となり、前連結会計年度末に比較し15億11百万円減少いたしました。主な要因は四半期

純利益31億33百万円の計上、剰余金の配当７億５百万円の支払、その他有価証券評価差額31億22百万円の減少、自己

株式の取得による７億83百万円の減少などによるものです。
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      当第３四半期連結会計期間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。

（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、117億58百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益35億６

百万円、仕入債務の増加による78億６百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動の結果使用した資金は、新規出店等による有形固定資産の取得支出13億76百万円および敷金・保証金の差

入れによる支出５億28百万円等と、一方敷金・保証金返還による収入13億６百万円等により、７億74百万円の支出と

なりました。

（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、長期借入金返済による支出141億33百万円等と、一方長期借入金の借入れによる収

入87億20百万円等により104億22百万円となりました。

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ５億61

百万円増加し80億95百万円となりました。

    

３．連結業績予想に関する定性的情報

　最終四半期も引続き激しい企業間競争が続き、原油価格の高騰等による仕入価格の上昇も懸念され、経営環境は一

層厳しさを増すものと考えております。

　そのような中、当社グループといたしましては、既存店におきましては、販売力の向上を図るため商品開発を推進

し、積極的に商品の改廃を進めることにより、業績の拡大を目指してまいります。

  以上の政策により、通期の連結業績の見通しは前回発表予想（平成19年10月10日）から変更はございません。

　

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用

      たな卸資産の実地棚卸の省略等、一部簡便な手続きを採用しております。

      

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

      法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期末

（平成19年２月期

第３四半期末）

当四半期末

（平成20年２月期

第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年２月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 13,066 8,095 △4,970 △38.0 7,533

受取手形及び売掛金 966 963 △2 △0.3 633

たな卸資産 34,522 33,364 △1,157 △3.4 32,082

その他 3,931 4,070 138 3.5 5,268

貸倒引当金 △3 △1 2 △59.1 △1

流動資産合計 52,483 46,492 △5,990 △11.4 45,516

Ⅱ　固定資産      

(1）有形固定資産      

建物及び構築物 32,530 32,879 349 1.1 32,933

土地 12,680 11,858 △822 △6.5 12,599

その他 3,813 3,766 △46 △1.2 3,503

減価償却累計額 △23,251 △23,283 △32 0.1 △23,483

有形固定資産合計 25,772 25,221 △551 △2.1 25,553

(2）無形固定資産 855 838 △16 △1.9 811

(3）投資その他の資産      

投資有価証券 16,871 12,102 △4,769 △28.3 16,766

差入保証金 21,249 20,370 △878 △4.1 21,058

その他 3,895 4,893 997 25.6 3,797

貸倒引当金 △512 △493 18 △3.7 △542

投資その他の資産合計 41,504 36,872 △4,631 △11.2 41,080

固定資産合計 68,133 62,932 △5,200 △7.6 67,445

資産合計 120,616 109,425 △11,191 △9.3 112,961
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 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期末

（平成19年２月期

第３四半期末）

当四半期末

（平成20年２月期

第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年２月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 25,116 24,853 △263 △1.0 17,046

短期借入金 6,807 5,060 △1,747 △25.7 8,580

１年以内返済予定長期借

入金
16,350 4,891 △11,458 △70.1 16,203

その他 5,484 5,799 315 5.8 4,422

流動負債合計 53,758 40,604 △13,153 △24.5 46,252

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 27,493 31,286 3,792 13.8 25,387

退職給付引当金 2,058 2,045 △13 △0.6 2,037

役員退職慰労引当金 265 254 △10 △4.1 265

その他 3,863 2,279 △1,583 △41.0 4,552

固定負債合計 33,681 35,865 2,184 6.5 32,243

負債合計 87,439 76,470 △10,968 △12.5 78,496

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 14,948 14,948 ― ― 14,948

資本剰余金 12,095 12,095 ― ― 12,095

利益剰余金 1,129 4,932 3,802 336.6 2,503

自己株式 △1,418 △2,304 △885 62.4 △1,520

株主資本合計 26,754 29,671 2,917 10.9 28,026

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額

金
6,238 3,052 △3,185 △51.1 6,175

繰延ヘッジ損益 △1 △33 △31 ― 12

評価・換算差額等合計 6,237 3,019 △3,217 △51.6 6,188

Ⅲ　少数株主持分 185 262 77 42.0 250

純資産合計 33,176 32,954 △222 △0.7 34,465

負債、純資産合計 120,616 109,425 △11,191 △9.3 112,961
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期

(平成19年２月期

第３四半期）

当四半期

(平成20年２月期

第３四半期）

増減
（参考）前期

(平成19年２月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

Ⅰ　売上高 147,640 143,736 △3,903 △2.6 195,904

Ⅱ　売上原価 108,301 104,836 △3,465 △3.2 143,252

売上総利益 39,338 38,900 △438 △1.1 52,652

Ⅲ　販売費及び一般管理費 37,349 36,181 △1,167 △3.1 49,224

営業利益 1,989 2,718 728 36.6 3,427

Ⅳ　営業外収益 2,199 2,171 △27 △1.2 2,929

Ⅴ　営業外費用 1,530 1,497 △33 △2.2 2,023

経常利益 2,658 3,393 735 27.7 4,333

Ⅵ　特別利益 39 1,338 1,299 ― 62

Ⅶ　特別損失 590 1,224 634 107.4 904

税金等調整前四半期(当期）

純利益
2,106 3,506 1,399 66.4 3,491

法人税、住民税及び事業税 93 254 160 171.4 123

法人税等調整額 ― 98 98 ― △84

少数株主利益又は損失

（△）
△20 19 40 ― 43

四半期(当期）純利益 2,033 3,133 1,099 54.1 3,408
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高
（百万円）

14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

当四半期変動額      

剰余金の配当（注）  △713   △713

四半期純利益   2,033  2,033

資本剰余金から利益剰余金
への振替額(注）

 △2,328 2,328   

自己株式の取得    △4 △4

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

     

当四半期変動額合計
（百万円）

― △3,041 4,362 △4 1,316

平成18年11月30日残高
（百万円）

14,948 12,095 1,129 △1,418 26,754

 （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年２月28日残高
（百万円）

7,071 ― 7,071 206 32,714

当四半期変動額      

剰余金の配当（注）     △713

四半期純利益     2,033

資本剰余金から利益剰余金
への振替額(注）

    －

自己株式の取得     △4

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

△832 △1 △833 △20 △854

当四半期変動額合計
（百万円）

△832 △1 △833 △20 461

平成18年11月30日残高
（百万円）

6,238 △1 6,237 185 33,176

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当第３四半期（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

当四半期変動額      

剰余金の配当   △705  △705

四半期純利益   3,133  3,133

自己株式の取得    △783 △783

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

     

当四半期変動額合計
（百万円）

― ― 2,428 △783 1,645

平成19年11月30日残高
（百万円）

14,948 12,095 4,932 △2,304 29,671

 （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

当四半期変動額      

剰余金の配当     △705

四半期純利益     3,133

自己株式の取得     △783

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

△3,122 △45 △3,168 12 △3,156

当四半期変動額合計
（百万円）

△3,122 △45 △3,168 12 △1,511

平成19年11月30日残高
（百万円）

3,052 △33 3,019 262 32,954
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〈参考〉前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年２月28日残高

（百万円）
14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）  △356   △356

剰余金の配当  △356   △356

当期純利益   3,408  3,408

資本剰余金から利益剰余金

への振替額（注）
 △2,328 2,328  ―

自己株式の取得    △105 △105

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― △3,041 5,736 △105 2,589

 平成19年２月28日残高
（百万円）

14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

  （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額

等合計

 平成18年２月28日残高
（百万円）

7,071 ― 7,071 206 32,714

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △356

剰余金の配当     △356

当期純利益     3,408

資本剰余金から利益剰余金への振

替額（注）
    ―

自己株式の取得     △105

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△895 12 △882 43 △838

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△895 12 △882 43 1,750

 平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期
 第３四半期）

（参考）前期
（平成19年２月期）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期）純利益 2,106 3,506 3,491

減価償却費 1,066 973 1,439

売上債権の増加額 △361 △330 △28

たな卸資産の増加（△）額又は減少額 △2,136 △1,282 304

仕入債務の増加額 8,929 7,806 938

その他 779 1,370 △767

小計 10,384 12,043 5,378

法人税等の支払額 △140 △140 △143

その他 △128 △144 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,115 11,758 4,949

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 △556 △1,376 △874

敷金・保証金の差入による支出 △259 △528 △378

敷金・保証金の返還による収入 1,493 1,306 2,077

その他 35 △175 103

投資活動によるキャッシュ・フロー 712 △774 927

Ⅲ　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 △159 △3,520 1,614

長期借入による収入 6,000 8,720 6,000

長期借入金の返済による支出 △3,212 △14,133 △5,465

社債の償還による支出 △7,000 ― △7,000

配当金の支払額 △713 △705 △713

自己株式の取得による支出 △4 △783 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,088 △10,422 △5,670

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 5,739 561 207

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,326 7,533 7,326

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

13,066 8,095 7,533
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