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１．平成19年２月期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1) 連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 193,640 － 5,682 － 5,404 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 2,653 － 17 21 － － 2.0 2.1 2.8

（注）①持分法投資損益 19年２月期 －百万円    

②期中平均株式数（連結） 19年２月期 154,144,475株    

③会計処理の方法の変更 無

④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益における対前期増減率は、設立初年度のため表示しておりません。

(2) 連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

19年２月期 254,664 131,483 51.3 846 83

（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月期 154,138,581株    

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期 885 △3,971 1,036 15,177

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数  ７社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） ２社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 205,050 9,600 5,100

通期 399,000 15,700 8,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　54円49銭

※　上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、主に当社（純粋持株会社）と連結子会社７社で構成されており、主にホームセンター事業を行って

おります。当社グループの主な事業内容と事業区分との位置付けは次のとおりであります。 

事業部門 主な会社名 主な事業の内容 

 全社事業  ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱  経営管理 

 ホームセンター事業

 ㈱カーマ  ホームセンター業 

 ダイキ㈱  ホームセンター業 

 ホーマック㈱  ホームセンター業  

 ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱  卸売業 

　事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、平成18年９月１日、㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱の三社の共同株式移転により設立された純粋持株

会社であります。32都道府県に425店（平成19年２月末日現在）を展開する国内最大のホームセンターグループとなり

ました。社名にあるＤＣＭ（デマンド・チェーン・マネジメント）には、単なる流通業としての技術論ではなく、お

客さまの需要や社会・経済の変化に、常に、柔軟に対応することで永続的かつ自立的な“無限”の成長が可能となる、

との想いが込められております。当社グループはＤＣＭを具現化することで世界中から社会的に必要とされ、人々に

信頼され、永続するために顧客満足を実現します。

　設立の目的

　日本の小売業界は、経営構造改革の遅れと市場のグローバル化、情報・物流の高度化、株主重視経営への要請等、

時代の潮流の中にあります。こうした環境において三社は「お客さまの暮らし」を支える社会的なインフラとして、

経営基盤を一層強固なものとし、社会への貢献度を高め続けていくために、平成15年２月に業務・資本提携を行い、

その後平成15年５月に設立したＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱を通じて、商品輸入・ＰＢ商品の開発・共同仕入等を行ってまい

りました。この三社での取り組みはお客さまのご支持を頂き、この成功をもとに、これまでの提携・協力関係を大き

く前進させ更なる発展を図るため経営統合を行うことといたしました。同時に各社の歴史と文化を損なうことなく保

持し続け、グループとして新しく共有できる理念・行動指針を次のとおり定めました。 　

＜ＤＪグループ理念＞

　奉仕・創造・団結

企業が生存する目的は「奉仕」です。

そのためには、お客さまの視点に立っての変化の継続が必要であります。

そのことを極めることにより、新しい価値が「創造」されるわけであります。

やり続けるために、関わる人々や組織の「団結」を必要とします。　　

＜ＤＪグループ行動指針＞

　共感創造・日々革新

原点は「暮らしの夢実現」、お客さまとの「共感」です。

「共感創造」の継続的実践のためには社会環境の変化に適応し、「日々革新」の企業精神が原動力となります。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様へ安定した配当を維持することが重要であると考えております。配当額を堅持しなが

ら１株当たり利益の増加に合わせて増配等を行ってまいりたいと考えております。今後につきましては、年間15円を

ベースに安定配当を維持してまいりたいと考えております。また、内部留保金につきましては、新規出店などの設備

投資に充当し、企業体質の強化に努めてまいります。

（３）目標とする経営指標

　当社グループは、投下資本に対する利益率をみる総資本経常利益率（ＲＯＩ）を経営指標にしており、中期経営計

画では10.0％以上を目標としております。また、資本の生産性を高めることで、株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上に

努めてまいります。

（４）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、ＤＣＭの具現化を目指し、経営統合によるシナジー効果の追求により企業価値の最大化を推進し

てまいります。その目的達成のため以下の行動目標を掲げております。

①　ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱を核にした商品政策の推進

②　ＤＣＭを具現化するためのグループ会社の機能の高度化

イ．グループ共通の標準棚割の展開

ロ．完全自動発注による計画的在庫管理

ハ．グループ全体の統合商品管理システム（ＤＪシステム）の構築

ニ．ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）を実現するための物流センターの機能アップと最適配置

③　重点出店エリアへの積極的出店
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　特に商品政策につきましては、ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱をグループ商品本部と位置づけ、平成19年１月、ＭＤ（マー

チャンダイジング）担当の増員を図るとともに商品政策の一元化を推進してまいりました。その結果、２月度単月で

はグループ共通政策商品の導入率は70％を大きく上回るところとなり、順調に推移しております。また、商品政策を

推進する上で必須の統合商品管理システムが平成19年３月より稼動を開始し、グループ共通部門での管理に移行いた

しました。

　出店戦略につきましては、グループとしての重点出店エリアを関東、名古屋、静岡、大阪の４エリアに設定し、同

エリアへの積極的な出店を目指すと共に、既存のドミナントエリアの更なる深化に努めてまいります。

（５）会社の対処すべき課題

①　標準化改装の推進と最適化改装の実施

　標準棚割の展開の前提となる標準化改装については、ホーマック㈱では84店舗（平成18年２月21日から平成19年

２月28日）実施し、新年度に45店舗の実施を予定しております。ダイキ㈱については新年度に70店舗の実施を予定

しております。また、標準化改装が完了している㈱カーマは、標準化改装の結果を分析した上で、個店の状況に応

じて最適な標準棚割の組み合わせになるように最適化改装47店舗の実施を予定しております。これらのことにより

標準化の推進による、地域・個店対応を図っていきます。

②　統一販促の強化

　商品政策の一元化の推進と、標準棚割の展開により商品本部としてのＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱へ販促機能の移行が可

能となります。これにあわせて統一販促の実施、催事機能の強化に努めてまいります。

③　業務改革の推進

　商品系業務のＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱への移行に伴い、ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱と各事業会社間の情報の流れの整備、

業務の統一が必要となってきます。このために平成19年１月にＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱内に新たに業

務改革グループを設置いたしました。業務改革グループは商品系業務の改善のみでなく、グループ作業の標準化、

業務改善等を通じて管理コストの削減にも努めてまいります。
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３．経営成績

（１）当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境の改善や企業の設備投資が堅調に推移していることなどから、緩

やかな景気回復基調を示しています。小売業界においては、記録的な暖冬の影響で、家計消費全体にとっては押し下

げ要因となり、景気が回復基調を示しているというものの、個人消費の改善を実感できない状況でありました。

　このような経営環境において、当社グループは平成18年９月１日、㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱の３社の共

同株式移転により経営統合し、グループ理念「奉仕、創造、団結」と、グループ行動指針「共感創造、日々革新」を

掲げ、お客様に喜んでいただき、その喜びを共有できる組織、文化を創造することを目的に「ＤＪグループ」として

新たなスタートを切りました。なお、社名にあるＤＣＭ（デマンド・チェーン・マネジメント）には、単なる流通業

としての技術論ではなく、お客さまの需要や社会・経済の変化に常に柔軟に対応することで永続的かつ自立的な無限

の成長が可能になるとの想いが込められております。

　当連結会計年度につきましては、経営統合によるシナジーを実現させるため、共同仕入会社ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱を

経由する政策商品の拡大、標準棚割の導入など統合作業を積極的に推進してまいりました。政策商品の拡大につきま

しては、売上高構成比が１年間ベースで63％となり、平成18年度目標の売上高構成比60％を達成することが出来まし

た。このことにより値入率が1.8ポイント改善し、荒利益率は30.3％となりました。また、㈱カーマでは10店舗の最適

化改装の実施、ホーマック㈱では84店舗（１年間）の標準化改装の実施、ダイキ㈱では自動発注システムの導入等に

取り組んでまいりました。

　新規出店につきましては、㈱カーマでは豊橋南店（愛知県）、アットホーム鳳来店（愛知県）とフランチャイズの

豊橋山田店（愛知県）、田原店（愛知県）、渥美店（愛知県）の３店舗を直営店にしたことで合計５店舗を出店し、

ホーマック㈱では五所川原店（青森県）と、ホーマックの子会社の㈱ツルヤで広尾店（北海道）、今別店（青森県）

の合計３店舗を出店し、グループ全体では８店舗の新規出店をいたしました。また、閉店につきましては、㈱カーマ

では浜松半田店（静岡県）、ダイキ㈱では駅家店（広島県）、ホーマック㈱では柏店（青森県）の３店舗を閉店いた

しました。当連結会計年度末日現在の店舗数は425店舗となりました。

　また、ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱及びＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱の組織拡充もあり、平成19年１月に本社機

能を東京都品川区南大井に移転いたしました。

　これらの結果、売上高は1,920億３百万円、営業利益56億８千２百万円、経常利益54億４百万円、当期純利益26億５

千３百万円となりました。

（２）主要商品部門別の状況

①　ペット＆グリーン部門

　ペット用品は、ペットフードが安定的に伸長しています。特に小型室内犬や老齢犬が食べやすい半生タイプやプ

レミアムフードが高い伸びでした。ガーデニング関連では、イルミネーションライトが、庭飾りの全国的流行によ

り大きく伸長しました。除雪関連用品は、記録的暖冬・降雪不足の影響により、昨年に比べ大幅に減少しました。

反面、気温が高かったため、園芸用品・植物・業務資材・ガーデン資材等が昨年より好調でした。その結果、売上

高は409億７千６百万円となりました。

②　ホーム・インプルーブメント部門

　作業用品は、冬季主力商品である防寒手袋・防寒衣料・防寒長靴等が、シーズン当初は好調に推移しましたが、

暖冬・降雪不足の影響でピーク期が不振となり、結果昨年を下回りました。凍結防止用品は記録的な暖冬により不

調でした。反面、気温が高かったため、外回りの補修用品や塗料・木材・建築資材が好調でした。その結果、売上

高は330億３千５百万円となりました。

③　ホーム・レジャー部門

　カー用品は、ワイパーブレード・スノーブラシ・タイヤチェーン・解氷剤等の冬季用品が、記録的な暖冬により

不振でした。反面、気温が高かったため、自転車の春の立上げや洗車用品の展開を早めたことで好調に推移してお

ります。その結果、売上高は116億３千５百万円となりました。

④　ハウス・キーピング部門

　漬物樽・漬物用品は、野菜の市況価格が昨年より安かったため、東海地区以西は昨年より微増しましたが、10・

11月の気温が高かったため、漬ける時期のずれもあり東京以北は不振でした。土鍋についても暖冬のため一般土鍋

は不振でしたが、ＩＨ対応土鍋は大きく伸長しました。日用消耗品では、ＮＢメーカーとの取組の結果、紙類・住

居洗剤・台所洗剤等が、統合記念セールといった特売の強化により大きく伸長しました。季節商品では、ＳＢ商品

のカイロを強化拡大展開いたしましたが、記録的な暖冬により不振でした。その結果、売上高は533億７千３百万

円となりました。
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⑤　ホーム・ファニシング部門

　寝具部門のコタツ布団が、展開店舗拡大効果により（特に中京・中四国地区）伸長しました。家具・収納では、

新生活に向けたシリーズ収納ラックや収納内収納（紙製ボックス等）、自然素材バスケットが好調に推移しており

ます。その結果、売上高は186億３千２百万円となりました。

⑥　ホーム・エレクトロニクス部門

　家電用品では、フードパッカーの爆発的ヒットや省エネ企画・セキュリティ企画等の展開が好調でした。暖冬の

中、暖房用品ではパネルヒーター・コタツ・ホットカーペット等の電気・補助暖房は好調でしたが、電気ストーブ

やファンヒーター・ポット式ストーブ・ＦＦ式ストーブ等の主暖房の石油暖房は不振でした。その結果、売上高は

300億２千９百万円となりました。

（３）次期の見通し

　新規出店につきましては、㈱カーマで２店舗、ダイキ㈱で３店舗、ホーマック㈱で４店舗、ホーマック㈱の子会社

㈱ツルヤで３店舗の合計12店舗、退店につきましてはホーマック㈱で６店舗を計画しております。また、㈱カーマで

は最適化改装47店舗、ダイキ㈱では70店舗の標準化改装、ホーマック㈱では45店舗の標準化改装を計画しておりま

す。

　以上により次期の業績は、次のとおり見込んでおります。

連結 営業収益 3,990 億円

 営業利益 158 億円

 経常利益 157 億円

 当期純利益 84 億円

（注）本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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４．財政状態

（１）財産の状況

当連結会計年度末における資産残高は、変則決算（９月～２月）の影響もあり受取手形及び売掛金の減少や新規出

店等によるたな卸資産の増加等から、流動資産は858億２千４百万円となり、また、新規出店及び店舗用土地の取得

等から有形固定資産は994億８千６百万円、無形固定資産は87億８千９百万円、投資有価証券の期末時価評価の減少

等により投資その他の資産は605億６千４百万となり、資産残高は2,546億６千４百万円となりました。

　負債残高は、流動資産と同じく変則決算の影響もあり支払手形及び買掛金の減少や短期借入金の増加により流動負

債は887億８千９百万円、長期借入金の減少等から固定負債は343億９千１百万円となり、負債残高は1,231億８千１

百万円となりました。

　純資産残高は、株主資本1,276億８千６百万円、評価換算差額等28億４千２百万円、少数株主持分９億５千４百万

円となり、純資産残高は1,314億８千３百万円となりました。

　なお、今回の経営統合による企業結合の会計処理方法につきましては、持分プーリング法を適用しております。

（２）キャッシュ・フローの状況

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益40億１千２百万円、減価償却費32億９千７百万

円、たな卸資産の増加額19億７千６百万円、仕入債務の減少額28億４百万円、法人税等の支払額33億６千３百万円

等により、８億８千５百万円の収入となりました。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等有形固定資産の取得による支出39億９千１百万円及び売却に

よる収入９億３百万円、フランチャイズ店舗の直営店化等による無形固定資産の取得による支出７億４千９百万円、

敷金及び建設協力金の差入による支出14億３千４百万円及び返還による収入13億１千９百万円等により、39億７千

１百万円の支出となりました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額91億５千万円、長期借入金の返済による支出62億８

千９百万円、配当金の支払額８億９千７百万円等により、10億３千６百万円の収入となりました。

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、151億７千７百万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。

 平成19年２月期

 自己資本比率（％） 51.3

 時価ベースの自己資本比率（％） 67.3

 債務償還年数（年） 65.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.1

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。

　３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を

使用しております。

　４．平成19年２月期は、設立初年度のため、営業キャッシュ・フロー及び利払いの対象期間は６ヶ月となっ

ております。
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５．事業等のリスク
　当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（１）出店に関するリスク

　当社グループは、積極的な店舗展開を行い、ドミナント化を推進してまいりますが、経済的情勢の変動等により出

店用地の確保に時間を要する場合や、競合各社の出店等さまざまな偶発的要因により、当社グループの出店計画に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの店舗の出店及び増床に関しましては、「大規模小売店舗立地法」等の法的規制を受けており

ます。「大規模小売店舗立地法」では、売場面積1,000㎡超の出店及び増床について、地元自治体への届出が義務づ

けられており、駐車台数、交通渋滞、騒音、ごみ処理問題、環境問題等の規制が行われております。そのため、出店

までに要する期間が長期化し、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性があります。

　今後、大型商業施設の出店規制を行ういわゆる「まちづくり三法」の改正が行われた場合、郊外での出店が難しく

なることから、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性があります。

（２）天候について

　当社グループは、あらかじめ天候を予測し年間の販売促進計画を立てておりますが、冷夏、暖冬等の天候不順によ

る季節商品の需要低下等により販売促進計画を下回った場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）売上高の変動について

　当社グループは、複数の商品を取り扱っており、同業他社はもちろんのこと他業態とも競合し、ますます競争が激

しくなっております。そのような環境の中、お客さまに喜んでいただける店となるべく企業努力を続けてまいります

が、競合各社の出店あるいは関係法令の改正施行等による、お客さまの購買行動の変化等から、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

（４）災害等について

　当社グループが運営する店舗は、全て総合保険に加入しており、台風、火災、水害等による動産及び不動産の損失

補償がされておりますが、地震保険については補償内容及び保険料の関係から加入しておりません。このため、地震

による建物の倒壊等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）ＰＢ商品について

　当社グループは、暮らしの必需品を中心とするソフト系商品群「快適上手」、ホームセンター特有のＨＩ（ホー

ム・インプルーブメント）ニーズに対応したハード系商品群「ｐｒｏｓｉｄｅ（プロサイド）」といったＰＢ商品の

開発を積極的に行っております。ＰＢ商品の多くは海外から供給されており、配送についての混乱などで商品の入手

が不安定になった場合、また、消費者のニーズにマッチした商品の開発ができなかった場合など、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

（６）固定資産の減損に関するリスク

　当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、今後、新たに減損損失を認識すべき

資産について減損を計上することになった場合、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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６．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 15,334

２．受取手形及び売掛金 1,909

３．有価証券 369

４．たな卸資産 61,428

５．繰延税金資産 1,797

６．その他 4,990

７．貸倒引当金 △5

流動資産合計 85,824 33.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 ※２ 112,650

減価償却累計額 59,971 52,679

２．土地 ※2,4 44,245

３．建設仮勘定 162

４．その他 10,971

減価償却累計額 8,572 2,399

有形固定資産合計 99,486 39.1

(2）無形固定資産

１．借地権 5,321

２．ソフトウェア 3,035

３．その他 431

無形固定資産合計 8,789 3.4

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 15,105

２．敷金及び建設協力金 39,606

３．繰延税金資産 807

４．長期前払費用 2,921

５．その他 2,253

６．貸倒引当金 △129

投資その他の資産合計 60,564 23.8

固定資産合計 168,840 66.3

資産合計 254,664 100.0
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当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 43,135

２．一年以内に償還予定の社
債

200

３．短期借入金 21,150

４．一年以内に返済予定の長
期借入金

※２ 12,619

５．未払法人税等 1,491

６．繰延税金負債 2

７．賞与引当金 1,565

８．役員賞与引当金 22

９．その他 8,602

流動負債合計 88,789 34.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 24,198

２．繰延税金負債 1,980

３．再評価に係る繰延税金負
債

265

４．退職給付引当金 404

５．役員退職慰労引当金 1,330

６．負ののれん ※３ 248

７．長期預り金 5,305

８．その他 658

固定負債合計 34,391 13.5

負債合計 123,181 48.4
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当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本    

１．資本金 10,000

２．資本剰余金  41,603

３．利益剰余金  81,136

４．自己株式 △5,053

株主資本合計 127,686 50.1

Ⅱ　評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額
金

 4,952

２．繰延ヘッジ損益  △70

３．土地再評価差額金 ※４ △2,040

評価・換算差額等合計 2,842 1.1

Ⅲ　少数株主持分  954 0.4

純資産合計 131,483 51.6

負債純資産合計 254,664 100.0
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 192,003 100.0

Ⅱ　売上原価 133,732 69.7

売上総利益 58,270 30.3

Ⅲ　営業収入

不動産賃貸収入 1,637 0.9

営業総利益 59,908 31.2

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１ 54,225 28.2

営業利益 5,682 3.0

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 157

２．負ののれん償却額 68

３．その他 215 441 0.2

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 295

２．創立費 209

３．株式交付費 121

４．上場費用 23

５．その他 69 720 0.4

経常利益 5,404 2.8

Ⅶ　特別利益

１．固定資産売却益 39

２．投資有価証券売却益 39

３．貸倒引当金戻入益 23

４．役員退職慰労引当金戻入
益

68

５．賃借契約精算金 38

６．その他 ※２ 22 231 0.1

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※３ 199

２．減損損失 ※４ 658

３．出店計画中止損及び閉店
損

※５ 372

４．商品廃棄損  125

５．その他 ※６ 267 1,622 0.8

税金等調整前当期純利益 4,012 2.1

法人税、住民税及び事業
税

1,308

法人税等調整額 0 1,308 0.7

少数株主利益 50 0.0

当期純利益 2,653 1.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月１日  残高（注）

 （百万円）
10,000 41,603 79,378 △5,035 125,945

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △894  △894

当期純利益   2,653  2,653

自己株式の取得    △17 △17

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    －

連結会計年度中の変動額合計

 （百万円）
－ － 1,758 △17 1,740

平成19年２月28日  残高

 （百万円）
10,000 41,603 81,136 △5,053 127,686

 

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金 

評価・換算

差額等合計

平成18年９月１日  残高（注）

 （百万円）
6,085 △138 △2,040 3,907 951 130,804

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △894

当期純利益      2,653

自己株式の取得      △17

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△1,133 68  △1,065 3 △1,061

連結会計年度中の変動額合計

 （百万円）
△1,133 68 － △1,065 3 678

平成19年２月28日  残高

 （百万円）
4,952 △70 △2,040 2,842 954 131,483

（注）平成18年９月１日残高は、株式移転前の㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱の連結上の残高とＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

の残高との合計金額から非連結子会社の残高を除いております。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,012

減価償却費 3,297

減損損失 658

負ののれん償却額 △68

貸倒引当金の増減額（減少：△） △90

賞与引当金の増減額（減少：△） △206

退職給付引当金の増減額（減少：△） △40

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △206

受取利息及び受取配当金 △157

支払利息 295

投資有価証券売却益 △39

固定資産売却益 △39

固定資産除売却損 199

商品廃棄損 125

出店計画中止損及び閉店損 372

売上債権の増減額（増加：△） 1,475

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,976

仕入債務の増減額（減少：△） △2,804

その他 △13

小計 4,792

利息及び配当金の受取額 82

利息の支払額 △289

法人税等の支払額 △3,363

法人税等の還付額 37

出店中止閉店支払額 △372

営業活動によるキャッシュ・フロー 885

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 △3,991

有形固定資産の売却による収入 903

無形固定資産の取得による支出 △749

敷金及び建設協力金の差入による支出 △1,434

敷金及び建設協力金の返還による収入 1,319

投資有価証券の取得による支出 △43

投資有価証券の売却による収入 132

関係会社株式の取得による支出 △94

貸付金の回収による収入 37

その他 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,971
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当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

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：△） 9,150

長期借入金の返済による支出 △6,289

割賦債務の返済による支出 △864

配当金の支払額 △897

その他 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,036

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,048

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 17,226

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 15,177
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社

７社　・㈱カーマ

・ダイキ㈱

・ホーマック㈱

・ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

・ダイレックス㈱

・㈱ツルヤ

・プロメンテ㈱

　なお、㈱カーマ、ダイキ㈱及びホー

マック㈱のそれぞれ持分法適用関連会社

であったＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱は、平成

18年９月１日付の株式移転に伴い、連結

の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社

　５社　・㈱カーヤ

・㈱タパス

・カーマビジネスサービス㈱

・ダイキ不動産情報㈱

・㈱キャップ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社はいずれも小規模であり、

各社の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。

　なお、ホーマック㈱の連結子会社で

あった㈱ゲットは、平成18年12月１日付

でホーマック㈱が吸収合併したため、連

結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数

　該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない関連会社

平成都市開発㈱

（持分法を適用していない理由）

　当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性が

ないため持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、ＤＣＭ Ｊａｐ

ａｎ㈱及びホーマック㈱の子会社１社を除

き連結決算日と一致しております。当該連

結子会社の決算日と連結決算日との差は

３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の

事業年度に係る財務諸表を基礎として連結

を行っております。なお、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．持分法を適用していない非連結子

会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

　時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

　商品：主として売価還元法による原

価法

③　デリバティブ

　時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

　ただし、当社及び連結子会社は主

に平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）は定額

法によっております。なお、主な耐

用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　２～60年

その他　　　　　　　２～20年

②　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

③　長期前払費用

定額法

(3) 重要な繰延資産の処理方法

創立費は支出時に全額費用として処

理しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額に基づき計上しており

ます。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生している額

を計上しております。

　数理計算上の差異については、各年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定率法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度より費用処理

しております。

④　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

(6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ、為替予

約

　ヘッジ対象…借入金、買掛金

③　ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改

善及び為替変動リスクの低減のため、

対象範囲内でヘッジを行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。

　なお、一部の金利スワップについて

は、特例処理を採用しているため、有

効性の評価を行っておりません。

(8) その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　　税抜方式を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、発生時以降５

年間で均等償却しております。また、負の

のれんの償却については、10年間の均等償

却を行っております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 169百万円

※２　債務の担保に供している資産は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 1,166百万円

土地 608

計 1,775

　上記の資産を担保に供している債務の種類は次のと

おりであります。

長期借入金 992百万円

（一年以内返済予定分を含む）

※３　負ののれんは相殺後の純額で表示しております。そ

の内訳は次のとおりであります。

のれん 492百万円

負ののれん △740

 

※４　土地の再評価（ダイキ㈱）

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める当該事業

用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価

額に合理的な調整を行って算定する方法、第２条第３

号に定める当該事業用土地について地方税法第341条

第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課

税台帳に登録されている価額に合理的な調整を行って

算定する方法により算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

 

△ 1,616百万円
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当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

　５　保証債務

連結会社以外の下記会社に対し、以下の債務保証を

行っております。

金融機関からの借入れに対する保証債務

ダイキ・ファンディング・

コーポレーション

2,360百万円

㈱カーヤ 42

計 2,402
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

賃金・給料・手当他 17,233百万円

賞与引当金繰入額 1,548

役員賞与引当金繰入額 22

役員退職慰労引当金繰入額 45

退職給付費用 512

賃借料 11,149

減価償却費 2,587

※２　特別利益その他の主な内訳は次のとおりであります。

役員保険解除金 11百万円

※３　固定資産除売却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物除却損 140百万円

建物及び構築物売却損 3百万円

※４　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、各店舗及び賃貸物件等を最小の単位と

してグルーピングしており、遊休資産についても、当

該資産単独で資産のグルーピングをしております。

　店舗につきましては、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスである資産グループについて減損を認

識し、各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（450百万円）として計上いたし

ました。また、経営統合による店舗運営システムの変

更計画によりリース資産（ソフトウェア）の一部を減

損損失（207百万円）として計上いたしました。

①　北海道地区（ホーマック㈱）

　用途　店舗（３店）

　　種類　建物及び構築物、リース資産、その他

　　減損損失

建物及び構築物 140百万円

リース資産 75

その他 73

計 290

－ 22 －



当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

②　中部地区（㈱カーマ）

　用途　店舗（１店）、遊休土地（１件）

　　種類　土地、建物及び構築物、リース資産、その他

　　減損損失

土地 5百万円

建物及び構築物 119

リース資産 7

その他 2

計 135

③　四国・関西地区（ダイキ㈱）

　用途　店舗（１店）、店舗運営システム

　　種類　建物及び構築物、リース資産、その他

　　減損損失

建物及び構築物 24百万円

リース資産（ソフト

ウェア）
207

その他 0

計 232

　店舗については使用価値を回収可能価額としており

ます。

　なお、使用価値については、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定し、正味売却価額につい

ては、路線価及び固定資産税評価額等の適切に市場価

額を反映していると考えられる評価額を基に算出し評

価しております。

※５　出店計画中止損及び閉店損の内訳は次のとおりであ

ります。

出店計画中止損 16百万円

閉店損 355

計 372

※６　特別損失その他の主な内訳は次のとおりであります。

厚生年金基金脱退特別掛金 85百万円

永年勤続制度精算金 70
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 159,439 － － 159,439

合計 159,439 － － 159,439

自己株式

普通株式　（注） 5,287 13 － 5,300

合計 5,287 13 － 5,300

（注）当連結会計年度の自己株式の増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　①㈱カーマ

       決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月23日

定時株主総会
普通株式 294 9.0 平成18年８月31日 平成18年11月24日

　　②ダイキ㈱

　　　 決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月22日

定時株主総会
普通株式 197 7.5 平成18年８月31日 平成18年11月24日

　　③ホーマック㈱

       決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月24日

定時株主総会
普通株式 422 10.0 平成18年８月31日 平成18年11月27日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,195 7.5 平成19年２月28日 平成19年５月25日

（注）配当金の総額には、子会社所有の親会社株式への配当金を含んでおります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 15,334百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △156

現金及び現金同等物 15,177
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（リース取引）

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度（平成19年２月28日現在）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1) 株式 5,124 13,454 8,329

(2) 債券

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 5,124 13,454 8,329

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1) 株式 207 185 △21

(2) 債券

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 100 99 △0

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 307 285 △22

合計 5,431 13,739 8,307

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

当連結会計年度
（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

132 39 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円）

　　その他有価証券

非上場株式 1,296

社債 270

（注）減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行うこととしております。
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

当連結会計年度（平成19年２月28日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５
年以内
（百万円）

５年超10
年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

 （1）国債・地方債等 － － － －

 （2）社債 370 － － －

 （3）その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 370 － － －

（デリバティブ取引）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（退職給付）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、主に確定拠出年金制度を導入しております。ただし、連結子会社において一部適格退職年

金制度及び退職一時金制度並びに前払退職金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退

職金を支払う場合があります。なお、一部連結子会社において、複数事業主制度による企業年金（日本ＤＩＹ

ホームセンター事業厚生年金基金）に加盟しておりましたが、平成18年10月をもって脱退しております。

２．退職給付債務及びその内訳

当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

（百万円）

（1）退職給付債務 △518

（2）年金資産 241

（3）未積立退職給付債務 △277

（4）未認識数理計算上の差異 △126

（5）退職給付引当金 △404

（注）退職給付債務の算定にあたり、一部簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

（百万円）

（1）勤務費用 33

（2）利息費用 2

（3）期待運用収益 △2

（4）過去勤務債務の費用処理額 △31

（5）数理計算上の差異の費用処理額 △15

（6）確定拠出年金への掛金支払額 487

（7）前払退職金支払額 36

（8）退職給付費用 512

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

（1）退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

（2）割引率 2.0％

（3）期待運用収益 2.0％

（4）数理計算上の差異の処理年数

10年（発生時の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定率

法により翌期から費用処理する

こととしております。）
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（税効果会計）

当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

減損損失 1,342百万円

減価償却費損金算入限度超過額 1,253

賞与引当金 629

役員退職慰労引当金 536

建設協力金 496

未払費用 377

商品評価損 242

未払事業税等 231

未払賞与 215

その他有価証券評価差額金 188

退職給付引当金 172

その他 254

繰延税金資産小計 5,942

評価性引当額 △1,377

繰延税金資産合計 4,565

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,361

長期前払費用 △545

その他 △35

繰延税金負債合計 △3,943

繰延税金資産（負債）の純額 621

繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借

対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,797

固定資産－繰延税金資産 807

流動負債－繰延税金負債 △2

固定負債－繰延税金負債 △1,980

また、再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の

内訳は、以下のとおりであります。

再評価に係る繰延税金資産 983百万円

評価性引当額 △983

再評価に係る繰延税金資産合計 －

再評価に係る繰延税金負債 △265

再評価に係る繰延税金負債の純額 △265
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当連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない

項目

1.1

住民税均等割等 4.6

法人税額の特別控除額 △0.7

未実現利益に係る税効果の未認識 1.0

繰越欠損金の利用 △13.4

負ののれん償却 △0.7

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6％

（企業結合等）

当連結会計年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

　（持分プーリング法の適用）

平成18年９月１日、㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱の３社は共同株式移転により純粋持株会社であるＤＣ

Ｍ Ｊａｐａｎホールディングス㈱（当社）を設立しました。

当社は当連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。

具体的には、当社を親会社、㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱を連結子会社とした持分プーリング法により連

結財務諸表を作成しております。

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式及び結合後企業の

名称 

 結合当事企業の名称 ㈱カーマ、ダイキ㈱、ホーマック㈱

 結合当事企業の事業の内容 ホームセンター業 

 企業結合の目的 純粋持株会社設立による経営基盤の一層の強化 

 企業結合日 平成18年９月１日 

 企業結合の法的形式  株式移転

 結合後企業の名称 ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱ 

(2) 議決権のある株式の移転比率及びその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率及び当該企業結合を持分

の結合と判定した理由

①　株式移転比率、交付株式数、企業結合後の議決権比率

会社名 ㈱カーマ ダイキ㈱ ホーマック㈱

株式移転比率 2.2 1.0 1.4 

交付株式数 73,041,735株 27,173,185株 59,224,279株 

 企業結合後の議決権比率 100.0％ 100.0％ 100.0％

②　株式移転比率の算定方法

株式移転比率算定に対する第三者機関として、㈱カーマは日興コーディアル証券㈱、ダイキ㈱はみずほ証券

㈱、ホーマック㈱は大和証券エスエムビーシー㈱をそれぞれフィナンシャルアドバイザーとして指名し、市場

株価方式、ＤＣＦ方式（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）、類似会社比較方式、修正純資産方式

などの評価結果を勘案したうえで、３社協議・交渉し、株式移転比率を決定いたしました。

③　当該企業結合を持分の結合と判定した理由

いずれの結合当事企業の株主も他の企業を支配したとは認められず、結合後企業のリスクや便益を引続き相

互に共有することを達成すると判断したためであります。
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(3) 連結財務諸表に含まれている被結合企業の業績の期間

　当連結会計年度開始日の結合であり、当連結会計年度に含まれている業績は平成18年９月１日から平成19年２月

28日となっております。

(4) 被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳

㈱カーマ 流動資産 28,030百万円 流動負債 27,443百万円

 固定資産 61,181百万円 固定負債 11,243百万円

 資産合計 89,211百万円 負債合計 38,686百万円

   純資産合計 50,524百万円

     

ダイキ㈱ 流動資産 25,416百万円 流動負債 16,379百万円

 固定資産 32,775百万円 固定負債 11,162百万円

 資産合計 58,192百万円 負債合計 27,542百万円

   純資産合計 30,649百万円

     

ホーマック㈱ 流動資産 34,336百万円 流動負債  40,952百万円

 固定資産  81,338百万円 固定負債  20,854百万円

 資産合計  115,675百万円 負債合計  61,807百万円

   純資産合計 53,868百万円

（注）㈱カーマ及びダイキ㈱については、結合前の両社の連結子会社に重要性がないため、連結の範囲から除外して

おります。

(5) 会計処理方法の統一及び企業結合前の取引等の消去の内容並びに企業結合に要した支出

①　会計処理方法の統一

　　該当事項はありません。

②　企業結合前の取引等の消去の内容

　　該当事項はありません。

③　企業結合に要した支出

創立費 209百万円

株式交付費 121

上場費用 23

合  計 354

(6) 企業結合の結果、処分することが決定された重要な事業

該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループにおきましては、当連結会計年度においてホームセンター事業の売上高、営業利益及び資産の金

額は、全セグメントの売上高合計、営業利益合計及び資産合計のいずれも90％超であるため、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事

項はありません。

ｃ．海外売上高

　当連結会計年度において海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 846円83銭

１株当たり当期純利益 17円21銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
－

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当連結会計年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 131,483

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
954

（うち少数株主持分） (954)

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
130,528

期末の普通株式の数（千株） 154,138

  

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,653

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,653

期中平均株式数（千株） 154,144

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

――――――

（重要な後発事象）

当連結会計年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

　特に記載すべき事項はありません。
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７．商品別売上状況

事業部門

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日

　  至  平成19年２月28日）

金額（百万円） 構成比（％）

ホームセンター事業   

　ペット＆グリーン 40,976 21.3

　ホーム・インプルーブメント 33,035 17.2

　ホーム・レジャー 11,635 6.1

　ハウス・キーピング 53,373 27.8

　ホーム・ファニシング 18,632 9.7

　ホーム・エレクトロニクス 30,029 15.6

　その他 2,020 1.1

ホームセンター事業計 189,704 98.8

その他の事業 2,298 1.2

合計 192,003 100.0

　（注）１．記載金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．ホームセンター事業の部門別の主な取扱商品は、次のとおりであります。

部門 取扱商品

 ペット＆グリーン
園芸、植物、業務資材、大型機械、ペット、ペット用品、エクステリア、

屋外資材他

 ホーム・インプルーブメント 作業用品、金物、工具、塗料、木材、建築資材他

 ホーム・レジャー カー用品、スポーツ、玩具、サイクル、レジャー他

 ハウス・キーピング
日用消耗品、文具、ダイニング・キッチン、バス・トイレタリー、

ビューティケア、ヘルスケア、ソフトグッズ他

 ホーム・ファニシング インテリア、寝具、家具収納他

 ホーム・エレクトロニクス 家庭電器、冷暖房、住宅設備、電材・照明、ＡＶ情報機器、灯油他

 その他 工事費、サービス料他
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