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１．株式会社カーマ 
 

（１）株式会社カーマ （要約）四半期個別貸借対照表 

                            （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期末） 
科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 7,119 

受取手形及び売掛金 1,426 

たな卸資産 20,915 

その他 5,683 

流動資産合計 35,144 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 44,299 

無形固定資産 3,929 

投資その他の資産 12,274 

固定資産合計 60,503 

資産合計 95,647 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 18,570 

短期借入金 9,553 

賞与引当金 1,144 

その他 4,089 

流動負債合計 33,356 

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 7,898 

退職給付引当金 197 

役員退職慰労引当金 201 

その他 2,218 

固定負債合計 10,514 

負債合計 43,871 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 6,001 

資本剰余金 6,370 

利益剰余金 38,000 

株主資本合計 50,371 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 1,404 

評価・換算差額等合計 1,404 

純資産合計 51,776 

負債及び純資産合計 95,647 
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（２）株式会社カーマ （要約）四半期個別損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 30,645 

Ⅱ 売上原価 21,545 

売上総利益 9,100 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 313 

営業総利益 9,414 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 8,323 

営業利益 1,090 

Ⅴ 営業外収益 69 

Ⅵ 営業外費用 51 

経常利益 1,108 

Ⅶ 特別利益 21 

Ⅷ 特別損失 265 

税金等調整前四半期純利益 865 

税金費用 378 

四半期純利益 486 
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（３）株式会社カーマ （要約）四半期個別キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
区    分 

金  額 

Ⅰ 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 865 

減価償却費 621 

売上債権の増減額（増加：△） △28 

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,195 

仕入債務の増減額（減少：△） 5,166 

その他 576 

小計 5,005 

法人税等の支払額 △1,054 

その他 △22 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,928 

Ⅱ 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 △943 

無形固定資産の取得による支出 △565 

敷金及び建設協力金の差入による支出 △114 

その他 366 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,257 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（減少：△） 500 

長期借入金の返済による支出 △737 

配当金の支払額 △294 

財務活動によるキャッシュ・フロー △532 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 2,138 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 4,960 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 7,099 

 
（４）株式会社カーマ 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 
当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 

期  別

 

 

事業部門 金  額 構成比 

ホームセンター事業 ％ 

 ペット＆グリーン 7,510 24.5 

 ホーム･インプルーブメント 6,086 19.9 

 ホーム･レジャー 1,572 5.1 

 ハウス・キーピング 8,577 28.0 

 ホーム・ファニシング 2,844 9.3 

 ホーム・エレクトロニクス 4,015 13.1 

 その他 39 0.1 

ホームセンター事業計 30,645 100.0 

その他の事業 - - 

合計 30,645 100.0 

（注）記載金額には消費税等は含まれておりません。 
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２．ダイキ株式会社 
 

（１）ダイキ株式会社 （要約）四半期個別貸借対照表 

                           （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期末） 
科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 10,183 

受取手形及び売掛金 351 

たな卸資産 15,094 

その他 2,662 

流動資産合計 28,291 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 19,888 

無形固定資産 1,367 

投資その他の資産 10,718 

固定資産合計 31,974 

資産合計 60,266 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 13,523 

短期借入金 1,174 

賞与引当金 260 

その他 3,289 

流動負債合計 18,248 

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 8,424 

役員退職慰労引当金 559 

その他 1,716 

固定負債合計 10,700 

負債合計 28,948 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 7,058 

資本剰余金 7,606 

利益剰余金 18,167 

株主資本合計 32,832 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 614 

土地再評価差額金 △2,040 

繰延ヘッジ損失 △89 

評価・換算差額等合計 △1,515 

純資産合計 31,317 

負債及び純資産合計 60,266 
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（２）ダイキ株式会社 （要約）四半期個別損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 22,618 

Ⅱ 売上原価 16,133 

売上総利益 6,484 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 251 

営業総利益 6,736 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 6,874 

営業利益 △138 

Ⅴ 営業外収益 54 

Ⅵ 営業外費用 31 

経常利益 △116 

Ⅶ 特別利益 41 

Ⅷ 特別損失 64 

税金等調整前四半期純利益 △139 

税金費用 △32 

四半期純利益 △107 
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（３）ダイキ株式会社 （要約）四半期個別キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
区    分 

金  額 

Ⅰ 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 △139 

減価償却費 258 

売上債権の増減額（増加：△） △46 

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,336 

仕入債務の増減額（減少：△） 2,244 

その他 514 

小計 1,495 

法人税等の支払額 △540 

その他 △33 

営業活動によるキャッシュ・フロー 921 

Ⅱ 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 △58 

その他 913 

投資活動によるキャッシュ・フロー 854 

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 △401 

配当金の支払額 △196 

財務活動によるキャッシュ・フロー △598 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,178 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 8,887 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 10,066 

 
（４）ダイキ株式会社 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 
当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 

期  別

 

 

事業部門 金  額 構成比 

ホームセンター事業 ％ 

 ペット＆グリーン 5,504 24.3 

 ホーム･インプルーブメント 3,771 16.7 

 ホーム･レジャー 1,513 6.7 

 ハウス・キーピング 6,356 28.1 

 ホーム・ファニシング 2,176 9.6 

 ホーム・エレクトロニクス 2,993 13.2 

 その他 301 1.4 

ホームセンター事業計 22,618 100.0 

その他の事業 - - 

合計 22,618 100.0 

（注）記載金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 



ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社 
補足資料 

- 7 - 

 

３．ホーマック株式会社 
 

（１）ホーマック株式会社 （要約）四半期連結貸借対照表 

                           （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期末） 
科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 4,893 

受取手形及び売掛金 1,969 

たな卸資産 28,823 

その他 4,379 

流動資産合計 40,066 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 35,183 

無形固定資産 3,892 

投資その他の資産 38,656 

固定資産合計 77,731 

資産合計 117,798 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 26,030 

短期借入金 14,133 

賞与引当金 1,476 

その他 4,163 

流動負債合計 45,803 

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 12,091 

退職給付引当金 244 

役員退職慰労引当金 598 

その他 5,548 

固定負債合計 18,481 

負債合計 64,285 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 10,981 

資本剰余金 12,433 

利益剰余金 24,093 

株主資本合計 47,508 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 5,066 

評価・換算差額等合計 5,066 

Ⅲ 少数株主持分 937 

純資産合計 53,513 

負債及び純資産合計 117,798 
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（２）ホーマック株式会社 （要約）四半期連結損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 45,582 

Ⅱ 売上原価 31,813 

売上総利益 13,769 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 249 

営業総利益 14,019 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 12,780 

営業利益 1,238 

Ⅴ 営業外収益 73 

Ⅵ 営業外費用 86 

経常利益 1,226 

Ⅶ 特別利益 70 

Ⅷ 特別損失 108 

税金等調整前四半期純利益 1,187 

税金費用 551 

少数株主損益 33 

四半期純利益 603 
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（３）ホーマック株式会社 （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 
区    分 

金  額 

Ⅰ 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 1,187 

減価償却費 733 

売上債権の増減額（増加：△） △231 

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,246 

仕入債務の増減額（減少：△） 4,467 

その他 824 

小計 4,735 

法人税等の支払額 △1,459 

その他 △139 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,136 

Ⅱ 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 △313 

無形固定資産の取得による支出 △22 

敷金及び建設協力金の差入による支出 △287 

その他 306 

投資活動によるキャッシュ・フロー △316 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（減少：△） 800 

長期借入金の返済による支出 △1,694 

配当金の支払額 △357 

その他 △28 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,281 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,538 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 3,335 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 4,873 

 
（４）ホーマック株式会社 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 
当四半期 

（平成 19 年２月期 

第１四半期） 

期  別

 

 

事業部門 金  額 構成比 

ホームセンター事業 ％ 

 ペット＆グリーン 9,404 20.6 

 ホーム･インプルーブメント 7,555 16.6 

 ホーム･レジャー 3,104 6.8 

 ハウス・キーピング 12,087 26.5 

 ホーム・ファニシング 4,504 9.9 

 ホーム・エレクトロニクス 7,301 16.0 

 その他 639 1.4 

ホームセンター事業計 44,596 97.8 

その他の事業 986 2.2 

合計 45,582 100.0 

（注）記載金額には消費税等は含まれておりません。 


