
平成24年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成24年5月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 きちり 上場取引所 大 

コード番号 3082 URL http://www.kichiri.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 平川 昌紀

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 経営管理本部長 （氏名） 葛原 昭 TEL 06-6262-3456
四半期報告書提出予定日 平成24年5月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年6月期第3四半期の業績（平成23年7月1日～平成24年3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 ％

24年6月期第3四半期 4,375 11.9 358 286.5 404 231.6 209 525.6
23年6月期第3四半期 3,909 4.5 92 58.2 122 16.1 33 △37.7

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

24年6月期第3四半期 26,012.26 24,786.34
23年6月期第3四半期 4,122.25 4,057.27

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 2,839 969 34.0
23年6月期 2,826 756 26.4

（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  965百万円 23年6月期  746百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年6月期 ― 0.00 ―

24年6月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 6,000 13.5 375 159.6 422 132.0 214 457.5 27,016.38



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期3Q 8,453 株 23年6月期 8,152 株

② 期末自己株式数 24年6月期3Q 304 株 23年6月期 217 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 8,047 株 23年6月期3Q 8,117 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※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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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

１．サマリー情報（その他）に関する事項



２．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 367,253 484,095

売掛金 63,155 84,784

原材料及び貯蔵品 36,592 35,987

その他 156,217 181,099

貸倒引当金 △6,467 △2,017

流動資産合計 616,751 783,950

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,174,032 1,053,900

その他（純額） 212,568 186,560

有形固定資産合計 1,386,600 1,240,461

無形固定資産 11,050 8,839

投資その他の資産   

差入保証金 698,698 715,615

その他 117,381 94,321

貸倒引当金 △4,000 △3,650

投資その他の資産合計 812,080 806,286

固定資産合計 2,209,731 2,055,587

資産合計 2,826,483 2,839,537

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,543 146,785

1年内返済予定の長期借入金 468,190 417,934

未払法人税等 51,520 155,152

賞与引当金 － 21,526

資産除去債務 4,570 4,570

その他 406,061 447,820

流動負債合計 1,061,885 1,193,788

固定負債   

長期借入金 758,017 494,222

その他 250,531 181,645

固定負債合計 1,008,548 675,867

負債合計 2,070,433 1,869,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 360,171 370,189

資本剰余金 320,171 330,189

利益剰余金 82,375 291,695

自己株式 △16,638 △26,554

株主資本合計 746,079 965,519

新株予約権 9,970 4,361

純資産合計 756,050 969,881

負債純資産合計 2,826,483 2,839,537



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,909,905 4,375,576

売上原価 1,051,599 1,120,172

売上総利益 2,858,306 3,255,404

販売費及び一般管理費 2,765,620 2,897,145

営業利益 92,685 358,259

営業外収益   

受取利息 1 33

協賛金収入 38,346 37,321

その他 6,125 19,444

営業外収益合計 44,473 56,800

営業外費用   

支払利息 10,185 8,596

貸倒引当金繰入額 4,000 －

その他 900 1,637

営業外費用合計 15,086 10,234

経常利益 122,073 404,824

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,437

特別利益合計 － 2,437

特別損失   

固定資産除却損 1,572 －

減損損失 21,731 15,726

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,907 －

災害による損失 6,251 －

特別損失合計 45,462 15,726

税引前四半期純利益 76,610 391,535

法人税、住民税及び事業税 44,080 175,182

法人税等調整額 △929 7,032

法人税等合計 43,150 182,214

四半期純利益 33,460 209,320



  該当事項はありません。 

   

   

  著しい変動がないため、記載しておりません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

 当第３四半期会計期間 

（自 平成24年１月１日 
  至 平成24年３月31日） 

 （新株予約権の発行） 

 当社は、平成24年５月７日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権（有償ストック・オプション）

を発行することを決議いたしました。 

 ①新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式300株 

 ②本新株予約権の総数 300個 

 ③払込金額 本新株予約権１個あたり1,530円 

 ④払込金額の総額 459千円 

 ⑤行使価額 本新株予約権１個の行使に際して出資する価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とし、本新株予約 

   権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額は、当初494,500円とする。  

 ⑥行使期間 平成24年５月22日から平成29年５月21日 

 ⑦資本組入額 資本金の増加額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の 

   金額とし、残額を資本準備金に組み入れるものとする。 

 ⑧本新株予約権の割当を受ける者及び割当数 当社取締役３名、当社普通株式300株 

 ⑨割当日 平成24年５月22日 

 ⑩払込期日 平成24年５月22日 

 ⑪その他 新株予約権者は、割当日から平成29年５月21日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式 

  の普通取引終値が一度でも行使価額に25％を乗じた価格を下回った場合、もしくは行使価額に200％を乗じた価格を 

  上回った場合、当該日以降、平成29年５月21日までの期間中に、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて 

   行使しなければならない。 
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