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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：有

（金額が僅少なものにつきましては一部簡便な方法を採用しております。）

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：無

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 49,319 △2.1 1,032 89.4 1,322 61.2 1,142 50.9

19年２月期第１四半期 50,388 △0.8 544 656.6 820 138.6 756 －

（参考）19年２月期 195,904 △1.2 3,427 108.1 4,333 74.2 3,408 －

１株当たり四半期

（当期）純利益

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年２月期第１四半期 20 7  －

19年２月期第１四半期 13 27  －

（参考）19年２月期 59 76  －

　（注）　売上高・営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期は、当社グループの中核であるホームセンター事業において、３月の土、日曜日に天候不順の日が多く、

売上高に多少の影響を受け、売上高既存店前年比はマイナス0.7％とやや計画を下回りましたが、粗利益率の改善と販管費

の削減等により、前年を大幅に上回る経常利益を達成することができました。

　商品別には、新生活関連商品の自転車用品、日用家電、組立家具等がやや計画を下回りましたが、園芸用土、肥料、野

菜苗等の園芸用品、フライパン、鍋等の家庭用品、ペット用品等が好調に推移しました。

　店舗では、当第１四半期においては、１店舗閉鎖し、前年同期に対しては、４店舗の減少となっております。既存店に

おいては、品揃え枠の拡大と買い易い売場づくりを実現するため、５店舗の全面改装を実行し、商品の改廃を進めてまい

りました。

　販管費では、広告宣伝費などの販売費や人件費、不動産賃借料等を削減することができました。

　以上の結果、当第１四半期は、

売上高　　　　   493億19百万円（前年同四半期比　　　　　 97.9％）

経常利益　　　　　13億22百万円（前年同四半期比　　　　　161.2％）

四半期純利益　　　11億42百万円（前年同四半期比　　　　　150.9％）

となりました。
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(2）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨て）

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

20年２月期第１四半期 116,446 34,240 29.2 596 81

19年２月期第１四半期 129,977 32,347 24.8 564 14

（参考）19年２月期 112,961 34,465 30.3 601 26

【連結キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨て）

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

20年２月期第１四半期 8,235 △106 △3,327 12,335

19年２月期第１四半期 8,438 326 4,825 20,917

（参考）19年２月期 4,949 927 △5,670 7,533

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比べ34億84百万円増加し、1,164億46百万円となりました。主な

要因は、仕入債務の増加による現金及び預金の増加であります。この結果、自己資本比率は29.2％となりました。

 

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、82億35百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益11億98百万

円、仕入債務の増加による69億31百万円及びたな卸資産の増加による12億13百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、１億６百万円となりました。主に投資有価証券の取得による支出４億８百万円及び既

存店改装等による有形固定資産の取得１億29百万円と一方、敷金・保証金の返還による収入３億73百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、主に短期及び長期借入金の返済等で33億27百万円となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ48億１百万円増加し123億35百万円となりました。

［参考］

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）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 100,300 3,000 1,900

通期 197,000 5,400 3,500

＜参考＞１株当り予想当期純利益（通期）　　61円51銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当第１四半期における業績は計画どおりに推移しており、平成20年２月期の連結業績予想につきましては当初予定（平

成19年４月10日決算発表時）に変更はありません。

　（注）　なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、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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１．（要約）四半期連結貸借対照表

 （百万円未満切捨て）

科目

当四半期

（平成19年５月31

日現在）

前年同四半期

（平成18年５月31

日現在）

増減

〈参考〉

前連結会計年度

（平成19年２月28

日現在）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 12,335 20,917 △8,581 △41.0 7,533

受取手形及び売掛金 899 858 41 4.8 633

たな卸資産 33,295 34,863 △1,567 △4.5 32,082

その他 4,463 3,657 806 22.0 5,268

貸倒引当金 △1 △2 1 △43.1 △1

流動資産合計 50,993 60,293 △9,300 △15.4 45,516

Ⅱ　固定資産      

(1）有形固定資産      

建物及び構築物 32,379 33,081 △702 △2.1 32,933

土地 12,599 12,721 △122 △1.0 12,599

その他 3,544 3,702 △157 △4.3 3,503

減価償却累計額 △23,133 △23,324 191 △0.8 △23,483

有形固定資産合計 25,390 26,181 △791 △3.0 25,553

(2）無形固定資産 760 948 △188 △19.9 811

(3）投資その他の資産      

投資有価証券 15,337 17,066 △1,728 △10.1 16,766

差入保証金 20,784 21,945 △1,161 △5.3 21,058

その他 3,684 4,063 △378 △9.3 3,797

貸倒引当金 △503 △521 18 △3.5 △542

投資その他の資産合計 39,302 42,553 △3,250 △7.6 41,080

固定資産合計 65,453 69,683 △4,230 △6.1 67,445

資産合計 116,446 129,977 △13,530 △10.4 112,961
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 （百万円未満切捨て）

科目

当四半期

（平成19年５月31

日現在）

前年同四半期

（平成18年５月31

日現在）

増減

〈参考〉

前連結会計年度

（平成19年２月28

日現在）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 23,953 25,205 △1,252 △5.0 17,046

短期借入金 6,113 6,634 △520 △7.9 8,580

１年以内返済予定長期借入金 15,997 5,883 10,113 171.9 16,203

１年以内償還予定社債 － 7,000 △7,000 － －

その他 5,518 5,789 △270 △4.7 4,422

流動負債合計 51,583 50,513 1,069 2.1 46,252

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 25,089 40,687 △15,597 △38.3 25,387

退職給付引当金 2,029 2,176 △147 △6.8 2,037

役員退職慰労引当金 254 269 △15 △5.7 265

その他 3,249 3,983 △733 △18.4 4,552

固定負債合計 30,622 47,116 △16,493 △35.0 32,243

負債合計 82,205 97,629 △15,423 △15.8 78,496

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 14,948 14,948 － － 14,948

資本剰余金 12,095 12,451 △356 △2.9 12,095

利益剰余金 3,290 △147 3,437 － 2,503

自己株式 △1,521 △1,414 △106 7.5 △1,520

株主資本合計 28,812 25,837 2,974 11.5 28,026

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 5,134 6,353 △1,219 △19.2 6,175

繰延ヘッジ損益 15 △11 26 － 12

評価・換算差額等合計 5,149 6,342 △1,192 △18.8 6,188

Ⅲ　少数株主持分 279 168 110 65.8 250

純資産合計 34,240 32,347 1,892 5.9 34,465

負債純資産合計 116,446 129,977 △13,530 △10.4 112,961
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２．（要約）四半期連結損益計算書

 （百万円未満切捨て）

科目

当四半期

(自 平成19年３月１日

至平成19年５月31日)

前年同四半期

(自 平成18年３月１日

 至 平成18年５月31日)

増減

〈参考〉

前連結会計年度

(自 平成18年３月１日

 至 平成19年２月28日)

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

Ⅰ　売上高 49,319 50,388 △1,068 △2.1 195,904

Ⅱ　売上原価 36,117 37,180 △1,063 △2.9 143,252

売上総利益 13,202 13,207 △4 △0.0 52,652

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,170 12,662 △491 △3.9 49,224

営業利益 1,032 544 487 89.4 3,427

Ⅳ　営業外収益 792 790 1 0.3 2,929

Ⅴ　営業外費用 501 514 △12 △2.5 2,023

経常利益 1,322 820 502 61.2 4,333

Ⅵ　特別利益 37 26 11 42.3 62

Ⅶ　特別損失 161 94 67 71.3 904

税金等調整前四半期(当期）純

利益
1,198 752 445 59.2 3,491

法人税、住民税及び事業税 27 33 △6 △18.4 123

法人税等調整額 － － － － △84

少数株主利益又は損失（△） 29 △37 66 － 43

四半期(当期）純利益 1,142 756 385 50.9 3,408
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 （百万円未満切捨て）

 
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19年２月28日残高
（百万円）

14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

当四半期変動額      

剰余金の配当   △355  △355

当四半期純利益   1,142  1,142

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当四
半期変動額（純額）

     

当四半期変動額合計
（百万円）

－ － 786 △0 785

平成19年５月31日残高
（百万円）

14,948 12,095 3,290 △1,521 28,812

 （百万円未満切捨て）

 

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
評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

当四半期変動額      

剰余金の配当     △355

当四半期純利益     1,142

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の当四
半期変動額（純額）

△1,041 2 △1,039 29 △1,010

当四半期変動額合計
（百万円）

△1,041 2 △1,039 29 △224

平成19年５月31日残高
（百万円）

5,134 15 5,149 279 34,240
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前第１四半期（自　平成18年３月１日　至　平成18年５月31日）

 （単位：百万円未満切捨て）

 
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２月28日残高
（百万円）

14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

当四半期変動額      

剰余金の配当（注）  △356   △356

当四半期純利益   756  756

資本剰余金から利益剰余金
への振替額(注）

 △2,328 2,328  －

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当四
半期変動額（純額）

     

当四半期変動額合計
（百万円）

－ △2,685 3,085 △0 399

平成18年５月31日残高
（百万円）

14,948 12,451 △147 △1,414 25,837

 （単位：百万円未満切捨て）

 

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
評価・換算差額
等合計

平成18年２月28日残高
（百万円）

7,071 － 7,071 206 32,714

当四半期変動額      

剰余金の配当（注）     △356

当四半期純利益     756

資本剰余金から利益剰余金
への振替額(注）

    －

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の当四
半期変動額（純額）

△717 △11 △729 △37 △766

当四半期変動額合計
（百万円）

△717 △11 △729 △37 △367

平成18年５月31日残高
（百万円）

6,353 △11 6,342 168 32,347

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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〈参考〉前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 （単位：百万円未満切捨て）

 
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２月28日残高

（百万円）
14,948 15,136 △3,232 △1,414 25,437

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）  △356   △356

剰余金の配当  △356   △356

当期純利益   3,408  3,408

資本剰余金から利益剰余金

への振替額（注）
 △2,328 2,328  ―

自己株式の取得    △105 △105

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）

― △3,041 5,736 △105 2,589

 平成19年２月28日残高
（百万円）

14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

  （単位：百万円未満切捨て）

 

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

評価・換算差額

等合計

 平成18年２月28日残高
（百万円）

7,071 ― 7,071 206 32,714

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △356

剰余金の配当     △356

当期純利益     3,408

資本剰余金から利益剰余金への振

替額（注）
    ―

自己株式の取得     △105

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△895 12 △882 43 △838

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△895 12 △882 43 1,750

 平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円未満切捨て）

科目

当四半期

（自 平成19年３月１日

至 平成19年５月31日）

前年同四半期

（自 平成18年３月１日

至 平成18年５月31日）

〈参考〉

前連結会計年度

（自 平成18年３月１日

至 平成19年２月28日）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期）純利益 1,198 752 3,491

減価償却費及びその他の償却費 325 356 1,439

売上債権の増加額 △266 △252 △28

たな卸資産の増加（△）額又は減

少額
△1,213 △2,476 304

仕入債務の増加額 6,931 9,046 938

その他 1,361 1,258 △767

小計 8,336 8,685 5,378

法人税等の支払額 △136 △348 △143

その他 36 101 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,235 8,438 4,949

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 △129 △94 △874

投資有価証券の取得による支出 △408 － －

投資有価証券の売却による収入 131 9 9

敷金・保証金の差入による支出 △81 △169 △378

敷金・保証金の返還による収入 373 565 2,077

その他 8 16 94

投資活動によるキャッシュ・フロー △106 326 927

－ 9 －



（百万円未満切捨て）

科目

当四半期

（自 平成19年３月１日

至 平成19年５月31日）

前年同四半期

（自 平成18年３月１日

至 平成18年５月31日）

〈参考〉

前連結会計年度

（自 平成18年３月１日

至 平成19年２月28日）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 △2,467 △332 1,614

長期借入による収入 400 6,000 6,000

長期借入金の返済による支出 △903 △485 △5,465

社債の償還による支出 － － △7,000

配当金の支払額 △355 △356 △713

自己株式の取得による支出 △0 △0 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,327 4,825 △5,670

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 4,801 13,590 207

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,533 7,326 7,326

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
12,335 20,917 7,533

    

－ 10 －


