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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

23年2月期第1四半期 18,736 12.4 111 △46.7 173 △44.9 116 △47.5

22年2月期第1四半期 16,666 ― 208 ― 314 ― 222 ―

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

23年2月期第1四半期 19.34 ―

22年2月期第1四半期 36.86 ―

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

23年2月期第1四半期 25,348 8,544 33.7 1,415.46
22年2月期 26,001 8,522 32.8 1,411.91

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  8,544百万円 22年2月期  8,522百万円

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

22年2月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

17.00 ― 17.00 34.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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 
連結累計期間

38,800 15.8 680 17.2 700 6.2 420 2.4 69.58

通期 76,000 8.2 1,200 10.9 1,240 10.6 720 8.7 119.28
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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）  無  
（注）平成22年４月28日に当社100％出資で設立した子会社「株式会社ケイ・スタッフ」を、当第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めておりま
すが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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） 23年2月期第1四半期 6,036,546株 22年2月期  6,036,546株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  326株 22年2月期  247株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 6,036,245株 22年2月期第1四半期 6,036,299株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外景気の緩やかな回復を背景に一部持ち直しの兆しは見ら

れるものの、自律性は弱く、失業率が高い水準にあるなど厳しい状況で推移しました。 

ペット業界におきましては、当社の主力販路であるホームセンターのペットカテゴリーの売上が、昨年６月より

前年割れの状況（社団法人 日本DIY協会ホームページより）が継続し、依然として低価格志向が強まる等デフレー

ションの厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループの中核である卸売事業では、エコートレーディング株式会社と株式会社マー

ク産業との間で、取引企業の集約や物流システムの統一化の推進、人材交流などシナジー効果の 大化に努めまし

た。 

また、平成22年４月28日付で当社グループの広告宣伝から販促企画・製作までの企画を担当することを目的とし

た、エコートレーディング株式会社100％出資子会社の株式会社ケイ・スタッフを設立し、エコートレーディング株

式会社と株式会社マーク産業が推進する提案型営業と連動して、ペット関連メーカーから小売店へ提案する販促ツ

ールの企画・製作を実施しております。 

一方、当社グループであるペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が161店舗になり、また、

商品開発事業では在庫の効率化を引続き推進した結果、営業利益は大幅に改善いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、昨年10月の株式会社マーク産業の子会社化

により187億３千６百万円（前年同期比12.4％増）となりましたが、営業利益は、第１四半期の段階ではエコートレ

ーディング株式会社と株式会社マーク産業の卸事業における物流面、人員面等の経費効率化を図っている 中であ

ることから、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率が上昇し、前年同期比46.7％減の１億１千１百万円とな

りました。経常利益は主に持分法による投資利益が為替相場の変動により１億７百万円から５千８百万円に減少し

たため前年同期比44.9％減の１億７千３百万円、四半期純利益は１億１千６百万円（前年同期比47.5％減）となり

ました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億５千２百万円減少し、253億４千８百万

円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が７億６千１百万円増加したものの、現金及び預金が９億２千

７百万円、信託受益権が４億８千６百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ６億７千３百万円減少し、168億４百万円と

なりました。これは、主に短期借入金が16億円増加したものの、支払手形及び買掛金が21億７千３百万円減少した

ことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２千１百万円増加し、85億４千４百万円

となりました。これは、主に利益剰余金が２千万円増加したことによるものであります。 

  

  

平成23年２月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年４月８日付「平成22年２月期 決算短信」におい

て公表しました業績予想値に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

 （注）平成22年４月28日に当社100％出資で設立した子会社「株式会社ケイ・スタッフ」を、当第１四半期連 

結会計期間から連結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当

いたしません。 

  

  

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。  

  

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,664,421 3,591,693

受取手形及び売掛金 13,222,461 12,460,918

商品 2,726,338 2,712,423

貯蔵品 19,855 19,614

未収入金 1,593,394 1,721,596

その他 885,455 1,274,620

貸倒引当金 △30,782 △16,691

流動資産合計 21,081,143 21,764,176

固定資産   

有形固定資産 1,641,907 1,646,109

無形固定資産 210,533 217,931

投資その他の資産 2,415,406 2,373,148

固定資産合計 4,267,848 4,237,189

資産合計 25,348,992 26,001,366

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,588,675 10,761,864

短期借入金 5,520,000 3,920,000

未払金 1,691,400 1,742,770

未払法人税等 86,187 242,093

賞与引当金 155,700 83,150

役員賞与引当金 － 12,640

その他 264,124 228,640

流動負債合計 16,306,088 16,991,159

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

退職給付引当金 177,849 173,216

その他 271,038 264,285

固定負債合計 498,887 487,501

負債合計 16,804,975 17,478,661
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,097 1,988,097

資本剰余金 1,931,285 1,931,285

利益剰余金 4,639,723 4,619,588

自己株式 △360 △287

株主資本合計 8,558,746 8,538,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,313 △15,979

繰延ヘッジ損益 △417 －

評価・換算差額等合計 △14,730 △15,979

純資産合計 8,544,016 8,522,705

負債純資産合計 25,348,992 26,001,366
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（２）四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 16,666,340 18,736,612

売上原価 14,675,847 16,488,895

売上総利益 1,990,493 2,247,716

販売費及び一般管理費 1,781,841 2,136,432

営業利益 208,652 111,284

営業外収益   

受取利息 932 743

受取配当金 1,153 1,249

持分法による投資利益 107,185 58,263

その他 8,343 17,009

営業外収益合計 117,614 77,266

営業外費用   

支払利息 11,629 10,433

その他 313 4,937

営業外費用合計 11,942 15,370

経常利益 314,324 173,179

特別損失   

固定資産除却損 39 －

投資有価証券評価損 － 2,621

その他 － 416

特別損失合計 39 3,038

税金等調整前四半期純利益 314,284 170,141

法人税、住民税及び事業税 137,892 85,363

法人税等調整額 △46,075 △31,937

法人税等合計 91,817 53,425

四半期純利益 222,467 116,715
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 314,284 170,141

減価償却費 21,959 31,515

のれん償却額 － 3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,290 14,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 91,800 72,550

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000 △12,640

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,446 4,632

受取利息及び受取配当金 △2,085 △1,993

支払利息 11,629 10,433

持分法による投資損益（△は益） △107,185 △58,263

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,621

売上債権の増減額（△は増加） △2,213,142 △761,542

信託受益権の増減額（△は増加） △295,999 486,438

破産更生債権等の増減額（△は増加） 4,482 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △119,009 △14,154

未収入金の増減額（△は増加） △148,443 124,346

仕入債務の増減額（△は減少） 1,088,810 △2,167,654

未払金の増減額（△は減少） 268,142 △55,659

その他 △41,382 △43,506

小計 △1,136,403 △2,195,144

利息及び配当金の受取額 12,881 15,474

利息の支払額 △10,900 △10,270

法人税等の支払額 △220,162 △230,309

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,354,584 △2,420,250

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △38,085 △14,479

無形固定資産の取得による支出 △17,889 △8,371

投資有価証券の取得による支出 △1,245 △2,471

短期貸付金の回収による収入 17,350 －

長期貸付金の回収による収入 － 1,224

保険積立金の積立による支出 △1,414 △1,586

長期前払費用の取得による支出 △14,750 △535

事業譲受による支出 － △2,919

その他 △938 △810

投資活動によるキャッシュ・フロー 443,027 △29,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,500,000 4,980,000

短期借入金の返済による支出 △5,100,000 △3,380,000

配当金の支払額 △69,807 △76,290

その他 △226 △781

財務活動によるキャッシュ・フロー 329,965 1,522,928
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △581,591 △927,272

現金及び現金同等物の期首残高 3,494,961 3,591,693

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,913,369 2,664,421
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（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

エコートレーディング㈱（7427）平成23年２月期　第１四半期決算短信

― 10 ―


	uji
	SW_CreateHT



