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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21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 ％

22年5月期第2四半期 4,054 4.1 5 ― 5 ― 1 ―

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

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5月期第2四半期 66.17 ―

21年5月期第2四半期 △12,486.95 ―

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5月期第2四半期 3,745 1,182 31.6 67,247.50
21年5月期 3,640 1,180 32.4 67,104.93

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  1,182百万円 21年5月期  1,180百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00

22年5月期 
（予想）

― 1,400.00 1,400.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22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 9,400 17.8 163 ― 165 ― 165 ― 9,379.80
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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） 

(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 無

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5月期第2四半期 19,520株 21年5月期  19,520株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  1,929株 21年5月期  1,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 17,591株 21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 

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。 
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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、昨秋からの世界的な景気後退の中、一部では回復

の兆しが見られるものの、企業業績および雇用情勢は依然として厳しい状況であることから、消費

マインドは生活防衛意識が一層強まり低迷のまま推移いたしました。 

  このような状況の下、当社は当第１四半期から各営業部門単位での収益管理を強化しており、売

上高、粗利益高、営業利益及び本部経費率を重点管理項目として分析および対策を講じております。

特に販売費および一般管理費については、役員報酬の更なる減額、役員退職慰労金の当期引当分の

放棄、出張手当の見直し、賃貸家賃の減額などを行い、経費の圧縮に努めてまいりました。 

  販売ルート別売上高につきましては、メインマーケットである生協ルートにおいては、雑貨類カ

タログ企画の統合に伴う企画減少が一巡したことから雑貨類の売上高は 1,594 百万円(前年同四半

期比 0.5％増)となりました。また、食品類の売上高は「花畑牧場」企画が好調に推移するなどで 1,339

百万円(前年同四半期比 4.2％増)となりましたことから、当ルートでの売上高は 2,933 百万円（前

年同四半期比 2.2％増）となりました。一般ルートは、ＴＶ通販等の企画が決定するなどで順調に

推移し売上高 1,021 百万円（前年同四半期比 20.1％増）となりました。Ｂ to Ｃルート(エンドユ

ーザーへのダイレクト通信販売)は自社のＷＥＢサイトによる拡販を強化しておりますが、十分に集

客することができず売上高は 86 百万円（前年同四半期比 36.4％減）となりました。その他につき

ましては、物流代行売上がなくなりましたことから売上高 12 百万円（前年同四半期比 66.7％減）

となりました。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間の営業成績につきましては、売上高 4,054 百万円（前年同四 

半期比 4.1％増）、営業利益 5 百万円(前年同四半期は営業損失 198 百万円)、経常利益 5 百万円（前 

年同四半期は経常損失 197 百万円）、四半期純利益 1百万円（前年同四半期は四半期純損失 236 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、113 百万円増加して 2,983 百万円となりました。これは 

主として現金及び預金が 188 百万円減少したものの、売掛金の増加 173 百万円、たな卸資産の増 

加 37 百万円、その他の資産の増加 91 百万円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、8 百万円減少して 762 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 8百万円減少、無形固定資産 20 百万円減少がありますが、子会

社への出資などにより関係会社株式が 22 百万円増加したこと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、223 百万円増加して 2,053 百万円となりました。これは

主として買掛金 344 百万円の増加したことと、一年以内返済予定の長期借入金が 94 百万円減少し

たことによるものです。 

   固定負債は、前事業年度末に比べて、120 百万円減少して 509 百万円となりました。これは主

として長期借入金が 123 百万円減少したことによるものです。 

 （純資産） 

   純資産は、前事業年度末に比べて、2 百万円増加して 1,182 百万円となりました。これは利益

剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期累計期間末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 188 百万円減少し、120 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増加は 53 百万円であります。主な資金の増加要因は仕入債務の増加

338 百万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加 170 百万円、たな卸資産の増加 37 百万

円、その他の資産の増加 97 百万円であります。 
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 （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 23 百万円であります。これは関係会社株式の取得による支出

24 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減少は218百万円であります。これは長期借入金の返済による支出218

百万円があった為であります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

  業績予想に関する定性的情報につきましては、平成 21 年 7 月 13 日付けにて発表いたしました業

績予想に変更はありません。 

 

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）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簡便な会計処理 

   ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計年度末以降に経営環境等かつ、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、前会計年度において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  ②四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２四半期累計期間を含む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）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 

       該当事項はありません。 
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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11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 120,045 308,969

受取手形及び売掛金 1,822,303 1,648,184

商品及び製品 827,764 790,437

その他 218,857 127,568

貸倒引当金 △5,841 △5,774

流動資産合計 2,983,131 2,869,385

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 205,508 210,075

土地 260,225 260,225

その他（純額） 15,343 19,478

有形固定資産合計 481,078 489,780

無形固定資産 109,309 129,530

投資その他の資産   

その他 180,384 162,667

貸倒引当金 △7,963 △11,062

投資その他の資産合計 172,420 151,605

固定資産合計 762,808 770,916

資産合計 3,745,939 3,640,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,064,176 719,194

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 278,896 373,538

ポイント引当金 14,049 13,457

返品調整引当金 14,125 13,645

その他 282,489 310,464

流動負債合計 2,053,736 1,830,298

固定負債   

長期借入金 358,680 482,478

退職給付引当金 41,124 37,634

役員退職慰労引当金 109,447 109,447

固定負債合計 509,251 629,560

負債合計 2,562,988 2,459,859
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 541,241 540,077

自己株式 △84,490 △84,490

株主資本合計 1,182,950 1,181,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,344

評価・換算差額等合計 － △1,344

純資産合計 1,182,950 1,180,442

負債純資産合計 3,745,939 3,640,301
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 3,895,465 4,054,077

売上原価 2,451,968 2,594,905

売上総利益 1,443,497 1,459,172

販売費及び一般管理費 1,642,038 1,453,360

営業利益又は営業損失（△） △198,540 5,811

営業外収益   

受取利息 78 58

受取手数料 1,791 3,720

その他 7,022 3,373

営業外収益合計 8,893 7,151

営業外費用   

支払利息 5,076 6,906

為替差損 2,688 235

その他 260 －

営業外費用合計 8,025 7,142

経常利益又は経常損失（△） △197,672 5,821

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 204

特別利益合計 － 204

特別損失   

過年度返品調整引当金繰入額 7,620 －

投資有価証券評価損 － 2,136

関係会社株式評価損 － 1,197

特別損失合計 7,620 3,333

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △205,292 2,692

法人税等 31,209 1,528

四半期純利益又は四半期純損失（△） △236,502 1,164
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,956,617 2,215,467

売上原価 1,235,012 1,424,518

売上総利益 721,605 790,948

販売費及び一般管理費 865,066 768,179

営業利益又は営業損失（△） △143,461 22,768

営業外収益   

受取利息 35 23

受取手数料 1,207 2,203

その他 4,694 1,149

営業外収益合計 5,937 3,376

営業外費用   

支払利息 2,473 3,243

為替差損 3,675 164

その他 260 －

営業外費用合計 6,409 3,407

経常利益又は経常損失（△） △143,934 22,737

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △921

特別利益合計 － △921

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,136

特別損失合計 － 2,136

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △143,934 19,680

法人税等 56,774 8,372

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,708 11,308
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△205,292 2,692

減価償却費 33,089 29,396

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,042 △3,031

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,628 3,489

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） 3,143 592

返品調整引当金の増減額（△は減少） 12,821 480

株式報酬費用 5,951 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,136

関係会社株式評価損 － 1,197

受取利息及び受取配当金 △78 △58

支払利息 5,076 6,906

為替差損益（△は益） 2,688 235

売上債権の増減額（△は増加） 59,740 △170,528

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,184 △37,613

仕入債務の増減額（△は減少） 122,010 338,264

未収消費税等の増減額（△は増加） △9,458 13,898

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,285 10,024

その他の資産の増減額（△は増加） △15,746 △97,730

その他の負債の増減額（△は減少） 36,600 △37,379

小計 △139,680 62,970

利息及び配当金の受取額 77 57

利息の支払額 △5,065 △7,384

法人税等の支払額 △410 △2,565

法人税等の還付額 26,552 13

営業活動によるキャッシュ・フロー △118,526 53,092

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 △473

関係会社株式の取得による支出 － △24,000

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,930 1,608

従業員に対する貸付けによる支出 △750 △400

差入保証金の差入による支出 △5,760 △200

差入保証金の回収による収入 － 3,054

保険積立金の解約による収入 2,437 －

その他 △1,590 △2,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,630 △23,272
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21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 △218,440

自己株式の取得による支出 △84,490 －

配当金の支払額 △5,898 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,957 △218,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,841 △235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,041 △188,923

現金及び現金同等物の期首残高 215,642 308,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 108,600 120,045

10

㈱アイケイ（2722）平成22年５月期 第２四半期決算短信（非連結）



 

 

 

（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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