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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21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 ％

22年2月期第1四半期 2,428 ― 453 ― 471 ― 218 ―

21年2月期第1四半期 2,505 9.7 368 4.9 381 4.6 191 △5.8

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1四半期 39.41 ―

21年2月期第1四半期 34.63 ―

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1四半期 5,173 3,220 62.2 581.13
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1四半期  3,220百万円 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

（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

21年2月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

5.50 ― 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

4,450 2.0 524 0.4 553 △0.4 257 △19.0 46.52

通期 7,700 2.5 384 7.2 433 1.2 192 △8.2 34.66
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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、４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1四半期 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1四半期  9,320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1四半期 5,541,910株 21年2月期第1四半期 5,542,455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。 
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。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景にした景気の低迷が続き、企業

業績や雇用環境の悪化など、経済情勢は先行き不透明な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、消費者の生活防衛意識による節約志向がますます高ま

り、個人消費が一段と低迷し、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ておりま

す。 

 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、合計で23店舗を新規オープンし、加えて35店舗をリニューアルするなど、消費者のニーズに対応

した店舗を積極的に展開しております。 

 品質向上につきましては、各工場に品質向上委員を任命し、組織的に全社員が取り組むことを制度化

し、確実に成果を上げております。 

 また、工場運営においては、時間管理の徹底や運営面の改善を継続的に実施しており、昨年度に実施し

た回収乾燥機の買い替えと併せて、売上原価の圧縮に大きく貢献しております。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は2,428,477千円、営業利益は453,149千円、経常利益は

471,321千円、四半期純利益は218,397千円となりました。 

 なお、当社の属する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、第１四半期に偏る傾向があ

り、上半期と下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512,260千円増加し、2,133,483千円となりました。これは、現金及

び預金が394,460千円、売掛金が57,322千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13,676千円増加し、3,040,136千円となりました。これは、有形固

定資産が10,006千円、投資その他の資産が11,217千円増加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525,936千円増加し、5,173,619千円となりました。 

 (負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて364,974千円増加し、1,271,418千円となりました。これは、未払金

が137,221千円、未払法人税等が113,095千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27,383千円減少し、681,633千円となりました。これは、長期借入

金が27,468千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337,590千円増加し、1,953,052千円となりました。 

 (純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて188,346千円増加し、3,220,567千円となりました。これは、利益

剰余金が187,916千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22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

448,123千円増加し、当第１四半期会計期間末には1,516,901千円となりました。 

 (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、493,637千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税引前四半期純利益420,254千円、ポイント引当金63,508千円等であり、支出の主

な内訳は、法人税等の支払額80,212千円等であります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は、18,642千円となりました。 

 支出の主な内訳は、定期性預金の預入による支出115,891千円、有形固定資産の取得による支出27,335

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169,554千円等であります。 

 (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、64,156千円となりました。 

 これは、主に長期借入金の返済による支出30,218千円、配当金の支払額28,938千円によるものでありま

す。 

  

平成22年２月期の業績予想につきましては、平成21年４月22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。 

  

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。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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
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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、当事業年度の第

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

12,441千円減少し、税引前四半期純利益が63,508千円減少しております。 

  

(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１四半期会計期間末 
(平成21年５月31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 1,884,270 1,489,809

売掛金 112,485 55,162

商品 13,304 11,939

貯蔵品 17,826 18,898

前払費用 76,497 15,329

その他 29,099 30,082

流動資産合計 2,133,483 1,621,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 438,816 436,078

土地 1,550,461 1,550,461

その他（純額） 115,382 108,113

有形固定資産合計 2,104,660 2,094,653

無形固定資産   

のれん 73,664 81,045

その他 27,368 27,534

無形固定資産合計 101,032 108,580

投資その他の資産 834,443 823,225

固定資産合計 3,040,136 3,026,459

資産合計 5,173,619 4,647,682

負債の部   

流動負債   

買掛金 59,570 35,369

短期借入金 200,000 200,000

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 112,122 114,872

未払金 472,646 335,424

未払法人税等 206,924 93,829

賞与引当金 49,871 43,986

役員賞与引当金 － 4,730

ポイント引当金 63,508 －

その他 96,776 68,232

流動負債合計 1,271,418 906,444

固定負債   

社債 40,000 45,000

長期借入金 357,816 385,284

退職給付引当金 101,517 98,424

役員退職慰労引当金 120,229 123,600

その他 62,070 56,708

固定負債合計 681,633 709,017

負債合計 1,953,052 1,615,461
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31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) 

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 2,279,846 2,091,930

自己株式 △3,054 △3,054

株主資本合計 3,227,851 3,039,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,283 △7,713

評価・換算差額等合計 △7,283 △7,713

純資産合計 3,220,567 3,032,221

負債純資産合計 5,173,619 4,647,682
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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)

当第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) 

売上高 2,428,477

売上原価 637,158

売上総利益 1,791,319

販売費及び一般管理費 1,338,170

営業利益 453,149

営業外収益  

受取利息 785

受取配当金 150

その他 20,845

営業外収益合計 21,781

営業外費用  

支払利息 2,644

その他 964

営業外費用合計 3,608

経常利益 471,321

特別損失  

過年度ポイント引当金繰入額 51,067

特別損失合計 51,067

税引前四半期純利益 420,254

法人税等 201,857

四半期純利益 218,397
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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) 

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

減価償却費 30,063

のれん償却額 7,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,370

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,885

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） 63,508

受取利息及び受取配当金 △935

支払利息及び社債利息 2,644

売上債権の増減額（△は増加） △57,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △292

仕入債務の増減額（△は減少） 24,200

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,517

その他の資産の増減額（△は増加） △64,624

その他の負債の増減額（△は減少） 125,490

小計 575,764

利息及び配当金の受取額 797

利息の支払額 △2,711

法人税等の支払額 △80,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,637

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △115,891

定期預金の払戻による収入 169,554

有形固定資産の取得による支出 △27,335

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

差入保証金の差入による支出 △12,611

差入保証金の回収による収入 9,385

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,642

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

社債の償還による支出 △5,000

配当金の支払額 △28,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 448,123

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 1,516,901
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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１四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年５月31日) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期
(平成21年２月期第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,505,917

Ⅱ 売上原価 696,948

   売上総利益 1,808,969

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,440,808

   営業利益 368,160

Ⅳ 営業外収益 16,791

Ⅴ 営業外費用 3,809

   経常利益 381,142

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 1,894

   税引前四半期純利益 379,247

   税金費用 187,288

   四半期純利益 191,959
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年５月31日) 

 
  

前年同四半期 

(平成21年２月期第１四半期)

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 379,247

   減価償却費 35,850

   のれん償却額 11,328

   引当金の増加額 8,356

   受取利息及び受取配当金 △857

   支払利息及び社債利息 3,618

   有形固定資産除却損 191

   有形固定資産売却損 629

   売上債権の増加額 △62,939

   仕入債務の増加額 35,921

   未払消費税等の増加額 21,941

   その他 246,708

    小計 679,996

   利息及び配当金の受取額 857

   利息の支払額 △3,296

   法人税等の支払額 △76,084

  営業活動によるキャッシュ・フロー 601,473

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 △115,554

   定期性預金の払出による収入 170,333

   事業の譲受けによる支出 △38,576

   有形固定資産の取得による支出 △41,551

   有形固定資産の売却による収入 952

   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 110

   差入保証金の取得による支出 △15,781

   差入保証金の回収による収入 4,527

  投資活動によるキャッシュ・フロー △36,175

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 △32,512

   社債償還による支出 △5,000

   配当金の支払額 △30,483

   自己株式の取得による支出 △250

   自己株式の処分による収入 230

  財務活動によるキャッシュ・フロー △68,015

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 497,282

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
1,354,043
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