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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 4,198 ― 495 ― 530 ― 241 ―

21年2月期第2四半期 4,363 8.9 522 14.1 555 13.1 318 19.5

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2四半期 43.65 ―

21年2月期第2四半期 57.44 ―

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2四半期 5,020 3,246 64.7 585.86
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2四半期  3,246百万円 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

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

21年2月期 ― 5.50 ― 5.50 11.00

22年2月期 ― 5.50

22年2月期 
（予想）

― 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 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、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） 

（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2四半期 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2四半期  9,380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2四半期 5,541,890株 21年2月期第2四半期 5,542,347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２四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31日まで）におけるわが国経済は、海外経

済の改善から輸出産業を中心に景気は持ち直しの傾向が見られるものの、企業の厳しい収益状況などを背

景にした設備投資の減少が続き、個人消費においては、雇用・所得環境が厳しさを増す中で一段と低迷し

ており、依然として厳しい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、消費者の節約志向の強まりから個人消費の大幅な減少

傾向が続いており、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27店舗を新規オープンし、加えて68店舗をリニューアルいたしました。 

 品質向上につきましては、新たな取り組みとして「シミ抜き有料化」と「品質向上委員制度」をスター

トし、確実に成果を上げております。具体的には、「シミ抜き有料化」の導入を、平成21年３月より九州

地区で、続いて７月より中国地区でスタートし、順調に推移しております。「品質向上委員制度」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するなど、消費者のニーズに対応

した取り組みを積極的に展開しております。 

 また、平成21年５月より営業力の強化対策として「関西地区再生プロジェクト」をスタートしました。

これは、全地区スーパーバイザーと本社担当部署及び関西地区マネージャーを中心にプロジェクトチーム

を編成し、営業所の具体的な改善活動と販売促進強化を実施し、工場においては、運営面と管理面の改善

と指導を行い、品質と生産性の向上に取り組みました。 

 更に、各地区内において「合同運営会議」を毎月１回開催し、全員参加による組織運営体制の強化に取

り組みました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は4,198,723千円、営業利益は495,594千円、経常

利益は530,200千円、四半期純利益は241,923千円となりました。 

  

(1) 財政状態 

(資産) 

 流動資産は、前事業年度末に比べて476,918千円増加し、2,098,141千円となりました。これは、現金及

び預金が421,880千円、前払費用が49,724千円、売掛金が6,595千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104,141千円減少し、2,922,318千円となりました。これは、無形固

定資産が16,261千円、投資その他の資産が87,696千円減少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372,776千円増加し、5,020,459千円となりました。 

 (負債) 

 流動負債は、前事業年度末に比べて203,376千円増加し、1,109,820千円となりました。これは、未払金

が28,835千円、未払法人税等が138,418千円増加し、更に、第１四半期会計期間よりポイント引当金を計

上しており、当第２四半期累計期間末で69,863千円を計上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45,137千円減少し、663,879千円となりました。これは、長期借入

金が54,936千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158,238千円増加し、1,773,700千円となりました。 

 (純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて214,538千円増加し、3,246,759千円となりました。これは、利益

剰余金が211,442千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
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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

352,549千円増加し、当第２四半期会計期間末には1,421,327千円となりました。 

 (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、583,306千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税引前四半期純利益465,870千円、ポイント引当金の増加額69,863千円等であり、

支出の主な内訳は、法人税等の支払額80,160千円等であります。 

 (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、135,159千円となりました。 

 支出の主な内訳は、定期性預金の預入による支出339,280千円、有形固定資産の取得による支出55,948

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269,949千円等であります。 

 (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、95,597千円となりました。 

 これは、主に長期借入金の返済による支出59,936千円、配当金の支払額30,644千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。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

―　4　―

㈱きょくとう（2300）　平成22年２月期第２四半期決算短信（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。 

  

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、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

18,796千円減少し、税引前四半期純利益が69,863千円減少しております。 

  

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

(3) 追加情報
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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21年８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 1,911,690 1,489,809

売掛金 61,757 55,162

商品 13,595 11,939

貯蔵品 17,155 18,898

前払費用 65,054 15,329

その他 28,887 30,082

流動資産合計 2,098,141 1,621,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 433,002 436,078

土地 1,550,461 1,550,461

その他（純額） 111,006 108,113

有形固定資産合計 2,094,471 2,094,653

無形固定資産   

のれん 66,282 81,045

その他 26,036 27,534

無形固定資産合計 92,318 108,580

投資その他の資産   

差入保証金 522,896 519,969

その他 212,632 303,256

投資その他の資産 735,529 823,225

固定資産合計 2,922,318 3,026,459

資産合計 5,020,459 4,647,682

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,241 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 109,872 114,872

未払金 364,259 335,424

未払法人税等 232,247 93,829

賞与引当金 30,287 43,986

役員賞与引当金 － 4,730

ポイント引当金 69,863 －

その他 55,049 68,232

流動負債合計 1,109,820 906,444

固定負債   

社債 40,000 45,000

長期借入金 330,348 385,284

退職給付引当金 108,693 98,424

役員退職慰労引当金 121,077 123,600

その他 63,760 56,708

固定負債合計 663,879 709,017
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８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) 

負債合計 1,773,700 1,615,461

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 2,303,373 2,091,930

自己株式 △3,071 △3,054

株主資本合計 3,251,360 3,039,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,600 △7,713

評価・換算差額等合計 △4,600 △7,713

純資産合計 3,246,759 3,032,221

負債純資産合計 5,020,459 4,647,682
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,198,723

売上原価 1,224,906

売上総利益 2,973,817

販売費及び一般管理費 2,478,223

営業利益 495,594

営業外収益  

受取利息 1,198

受取配当金 739

受取家賃 19,180

その他 21,756

営業外収益合計 42,875

営業外費用  

支払利息 5,101

その他 3,167

営業外費用合計 8,269

経常利益 530,200

特別損失  

固定資産売却損 48

固定資産除却損 2,136

減損損失 11,077

過年度ポイント引当金繰入額 51,067

特別損失合計 64,329

税引前四半期純利益 465,870

法人税等 223,947

四半期純利益 241,923
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,770,246

売上原価 587,831

売上総利益 1,182,415

販売費及び一般管理費 1,148,576

営業利益 33,838

営業外収益  

受取利息 532

受取配当金 469

受取家賃 9,530

その他 10,560

営業外収益合計 21,093

営業外費用  

支払利息 2,456

その他 2,203

営業外費用合計 4,660

経常利益 50,271

特別利益  

賞与引当金戻入額 8,607

特別利益合計 8,607

特別損失  

固定資産売却損 48

固定資産除却損 2,136

減損損失 11,077

特別損失合計 13,262

税引前四半期純利益 45,616

法人税等 22,089

四半期純利益 23,526
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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21年３月１日 
 至 平成21年８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 465,870

減価償却費 62,350

のれん償却額 14,763

減損損失 11,077

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,522

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,699

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） 69,863

受取利息及び受取配当金 △1,937

支払利息 5,101

有形固定資産除却損 2,136

有形固定資産売却損益（△は益） 48

売上債権の増減額（△は増加） △6,595

たな卸資産の増減額（△は増加） 87

仕入債務の増減額（△は減少） 2,871

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,193

その他の資産の増減額（△は増加） 49,032

その他の負債の増減額（△は減少） △5,814

小計 666,366

利息及び配当金の受取額 2,114

利息の支払額 △5,014

法人税等の支払額 △80,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 583,306

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 △339,280

定期性預金の払戻による収入 269,949

有形固定資産の取得による支出 △55,948

有形固定資産の売却による収入 0

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 △17,911

差入保証金の回収による収入 12,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,159

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 △59,936

社債の償還による支出 △5,000

配当金の支払額 △30,644

自己株式の取得による支出 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,549

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 1,421,327
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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２四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期
(平成21年２月期第２四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,363,542

Ⅱ 売上原価 1,307,991

   売上総利益 3,055,551

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,533,404

   営業利益 522,146

Ⅳ 営業外収益 46,616

Ⅴ 営業外費用 12,795

   経常利益 555,966

Ⅵ 特別利益 492

Ⅶ 特別損失 6,427

   税引前四半期純利益 550,031

   税金費用 231,690

   四半期純利益 318,341
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(2) (要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第２四半期累計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日) 

 
  

前年同四半期 

(平成21年２月期第２四半期)

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 550,031

   減価償却費 78,377

   のれん償却額 23,343

   引当金の増加額 △16,532

   受取利息及び受取配当金 △2,951

   支払利息及び社債利息 6,665

   有形固定資産除却損 3,420

   有形固定資産売却損 1,932

   売上債権の増加額 △16,293

   仕入債務の増加額 10,520

   その他 32,569

    小計 671,084

   利息及び配当金の受取額 2,851

   利息の支払額 △6,644

   法人税等の支払額 △56,104

  営業活動によるキャッシュ・フロー 611,186

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 △239,823

   定期性預金の払出による収入 271,609

   投資有価証券の取得による支出 △13,861

   事業の譲受けによる支出 △34,576

   有形固定資産の取得による支出 △67,677

   有形固定資産の売却による収入 12,351

   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 194

   差入保証金の取得による支出 △22,002

   差入保証金の回収による収入 12,955

  投資活動によるキャッシュ・フロー △81,466

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 △64,360

   社債償還による支出 △15,000

   配当金の支払額 △30,999

   自己株式の取得による支出 △280

   自己株式の処分による収入 208

  財務活動によるキャッシュ・フロー △110,431

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 419,287

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
1,276,048
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