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１．株式会社カーマ 
 

（１）株式会社カーマ （要約）個別貸借対照表 

                            （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 5,187 

受取手形及び売掛金 831 

たな卸資産 19,586 

その他 5,106 

流動資産合計 30,711 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 43,772 

無形固定資産 4,195 

投資その他の資産 12,249 

固定資産合計 60,217 

資産合計 90,928 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 14,416 

短期借入金 12,253 

賞与引当金 709 

その他 3,674 

流動負債合計 31,052 

 Ⅱ 固定負債  

長期借入金 5,449 

退職給付引当金 168 

役員退職慰労引当金 206 

その他 2,175 

固定負債合計 7,999 

負債合計 39,052 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 6,001 

資本剰余金 6,911 

利益剰余金 38,349 

株主資本合計 51,262 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 613 

評価・換算差額等合計 613 

純資産合計 51,876 

負債及び純資産合計 90,928 
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（２）株式会社カーマ （要約）個別損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 60,407 

Ⅱ 売上原価 42,340 

売上総利益 18,067 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 627 

営業総利益 18,694 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 15,826 

営業利益 2,868 

Ⅴ 営業外収益 115 

Ⅵ 営業外費用 107 

経常利益 2,876 

Ⅶ 特別利益 37 

Ⅷ 特別損失 557 

税引前当期純利益 2,356 

税金費用 988 

当期純利益 1,367 
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（３）株式会社カーマ （要約）個別キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 区    分 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 2,356 

減価償却費 1,347 

売上債権の増減額（増加：△） 589 

たな卸資産の増減額（増加：△） △866 

仕入債務の増減額（減少：△） 945 

その他 392 

 小計 4,765 

法人税等の支払額 △1,055 

その他 △317 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,392 

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 △2,056 

無形固定資産の取得による支出 △607 

敷金及び建設協力金の差入による支出 △109 

その他 398 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,374 

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：△） 2,000 

長期借入金の返済による支出 △1,986 

配当金の支払額 △825 

財務活動によるキャッシュ・フロー △811 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 206 

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 5,167 

 
（４）株式会社カーマ 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 

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 13,440 22.2 

 ホーム･インプルーブメント 12,062 20.0 

 ホーム･レジャー 2,997 5.0 

 ハウス・キーピング 17,527 29.0 

 ホーム・ファニシング 5,774 9.6 

 ホーム・エレクトロニクス 8,244 13.6 

 その他 359 0.6 

ホームセンター事業計 60,407 100.0 

その他の事業 - - 

合計 60,407 100.0 

（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）個別貸借対照表 

                           （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 5,222 

受取手形及び売掛金 293 

たな卸資産 14,314 

その他 4,564 

流動資産合計 24,395 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 19,648 

無形固定資産 1,366 

投資その他の資産        10,651 

固定資産合計 31,666 

資産合計 56,061 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 10,208 

短期借入金 1,112 

賞与引当金 521 

その他 2,648 

流動負債合計 14,491 

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 8,230 

役員退職慰労引当金 505 

その他 1,880 

固定負債合計 10,617 

負債合計 25,109 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 7,058 

資本剰余金 7,749 

利益剰余金 17,839 

株主資本合計 32,648 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 417 

土地再評価差額金 △2,040 

繰延ヘッジ損失 △73 

評価・換算差額等合計 △1,695 

純資産合計 30,952 

負債及び純資産合計 56,061 
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（２）ダイキ株式会社 （要約）個別損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 44,680 

Ⅱ 売上原価 31,461 

売上総利益 13,219 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 493 

営業総利益 13,712 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 13,225 

営業利益 487 

Ⅴ 営業外収益 102 

Ⅵ 営業外費用 81 

経常利益 507 

Ⅶ 特別利益 125 

Ⅷ 特別損失 384 

税引前当期純利益 249 

税金費用 154 

当期純利益 94 
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（３）ダイキ株式会社 （要約）個別キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 区    分 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 249 

減価償却費 481 

売上債権の増減額（増加：△） 71 

たな卸資産の増減額（増加：△） △556 

仕入債務の増減額（減少：△） △1,035 

その他 46 

小計 △742 

法人税等の支払額 △548 

その他 △24 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,315 

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 △179 

その他 △904 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,083 

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 △656 

配当金の支払額 △726 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,383 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △3,782 

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 5,105 

 
（４）ダイキ株式会社 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 

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 10,394 23.3 

 ホーム･インプルーブメント 7,454 16.7 

 ホーム･レジャー 2,845 6.4 

 ハウス・キーピング 12,197 27.3 

 ホーム・ファニシング 4,212 9.4 

 ホーム・エレクトロニクス 7,008 15.7 

 その他 566 1.2 

ホームセンター事業計 44,680 100.0 

その他の事業 －  － 

合計 44,680 100.0 

（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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３．ホーマック株式会社 
 

（１）ホーマック株式会社 （要約）連結貸借対照表 

                           （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 3,129 

受取手形及び売掛金 1,069 

たな卸資産 27,032 

その他 4,211 

流動資産合計 35,442 

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産 36,045 

無形固定資産 3,644 

投資その他の資産 37,797 

固定資産合計 77,486 

資産合計 112,929 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金 19,058 

短期借入金 14,800 

賞与引当金 334 

その他 10,031 

流動負債合計 44,225 

Ⅱ 固定負債  

長期借入金 10,518 

退職給付引当金 235 

役員退職慰労引当金 611 

その他 4,339 

固定負債合計 15,704 

負債合計 59,929 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

資本金 10,981 

資本剰余金 12,437 

利益剰余金 24,201 

株主資本合計 47,620 

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 4,424 

評価・換算差額等合計 4,424 

Ⅲ 少数株主持分 954 

純資産合計 52,999 

負債及び純資産合計 112,929 
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（２）ホーマック株式会社 （要約）連結損益計算書 

                        （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 科 目 

金  額 

Ⅰ 売上高 86,812 

Ⅱ 売上原価 60,448 

売上総利益 26,364 

Ⅲ 営業収入  

不動産賃貸収入 516 

営業総利益 26,881 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 24,974 

営業利益 1,907 

Ⅴ 営業外収益 148 

Ⅵ 営業外費用 163 

経常利益 1,892 

Ⅶ 特別利益 142 

Ⅷ 特別損失 673 

税金等調整前当期純利益 1,361 

税金費用 71 

少数株主損益 50 

当期純利益 1,239 
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（３）ホーマック株式会社 （要約）連結キャッシュ・フロー計算書 

                              （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 区    分 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,361 

減価償却費 1,458 

売上債権の増減額（増加：△） 535 

たな卸資産の増減額（増加：△） △454 

仕入債務の増減額（減少：△） △2,680 

その他 290 

小計 511 

法人税等の支払額 △1,432 

その他 △165 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,086 

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 △1,734 

無形固定資産の取得による支出 △108 

敷金及び建設協力金の差入による支出 △1,171 

その他 985 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,029 

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：△） 8,400 

長期借入金の返済による支出 △3,646 

配当金の支払額 △954 

その他 △908 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,890 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △225 

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 3,109 

 
（４）ホーマック株式会社 商品別売上状況 

                                （単位：百万円） 

当期 

（平成19年２月期） 

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 17,140 19.7 

 ホーム･インプルーブメント 13,518 15.6 

 ホーム･レジャー 5,792 6.7 

 ハウス・キーピング 23,648 27.2 

 ホーム・ファニシング 8,646 10.0 

 ホーム・エレクトロニクス 14,776 17.0 

 その他 1,094 1.3 

ホームセンター事業計 84,616 97.5 

その他の事業 2,196 2.5 

合計 86,812 100.0 

（注）記載金額には消費税等は含まれておりません。 

 


