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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 205,100 － 9,705 － 10,139 － 5,066 －

18年８月中間期 － － － － － － － －

19年２月期 193,640 － 5,682 － 5,404 － 2,653 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 32 87 －  

18年８月中間期 －  －  

19年２月期 17 21 －  

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 －百万円

(2）連結財政状態

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８月中間期 256,918 133,499 51.6 859 60

18年８月中間期 － － － －  

19年２月期 254,664 131,483 51.3 846 83

（参考）自己資本 19年８月中間期 132,493百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 130,528百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

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８月中間期 16,887 △3,418 △10,753 17,893

18年８月中間期 － － － －

19年２月期 885 △3,971 1,036 15,177

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 －  7 50 7 50

20年２月期 7 50 －

20年２月期（予想） － 7 50 15 00

３．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）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 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 399,000 － 15,800 － 15,700 － 8,400 － 54 50
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月中間期 159,439,199株 18年８月中間期 －株 19年２月期 159,439,199株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 5,304,738株 18年８月中間期 －株 19年２月期 5,300,618株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

(4）前年度（設立初年度）は平成18年９月１日から平成19年２月28日の６ヶ月間の変則決算であったため、前年比較は

行っておりません。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 2,179 － 1,538 － 1,588 － 1,532 －

18年８月中間期 － － － － － － － －

19年２月期 2,486 － 1,998 － 1,658 － 1,604 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 9 61

18年８月中間期 －  

19年２月期 10 06

(2）個別財政状態

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８月中間期 135,840 130,706 96.2 819 88

18年８月中間期 － － － －  

19年２月期 132,476 130,374 98.4 817 77

（参考）自己資本 19年８月中間期 130,706百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 130,374百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

営業収益 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 4,350 － 3,040 － 3,050 － 2,990 － 18 76

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、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。業績予想に関しましては、「１．経営成

績（１）経営成績に関する分析（当期の見通し）」をご参照下さい。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善により回復基

調をみせているものの、ガソリン価格の高騰、記録的な猛暑等の影響で個人消費には力強さが見られませんでした。

　このような状況のもと、当社グループは、新規出店につきましては㈱カーマで鈴鹿中央通店（三重県）、ダイキ㈱

で高陽店（広島県）、ホーマック㈱で東雁来店（北海道）、ホーマック子会社の㈱ツルヤで浜頓別店（北海道）、恵

山店（北海道）の合計５店舗を出店し、閉店につきましては、ダイキ㈱で２店舗、ホーマック㈱で３店舗の合計５店

舗を閉店いたしました。これらの結果、当中間連結会計期間末日における店舗数は425店舗となりました。また、商品

の棚割の標準化を推進するための標準化改装（全面改装）を推進しておりますが、ダイキ㈱で32店舗、ホーマック㈱

で35店舗を実施いたしました。㈱カーマでは26店舗の最適化改装（部分改装）を実施いたしました。

　商品面では３社共通商品の売上高構成比が87.2％となり、商品の共通化は計画より速いスピードで進んでおります。

また、荒利益率につきましては、原材料の高騰により商品原価は上昇傾向にありますが、当社グループのスケールメ

リットもあり上昇を抑制することが出来ており、昨年対比では0.3％程の改善が出来ました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の営業収益は2,051億円、営業利益97億５百万円、経常利益101億３千９百万円、

中間純利益50億６千６百万円となりました。

　主要商品部門別の状況は以下のとおりであります。

 ① ペット＆グリーン部門

　ペットフード・用品は、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等が安定的に伸長してい

ますが、ペットベッドやペット衣料はやや横ばいとなり、昆虫用品が昨年ほどのブームが無く不振でした。ガーデニ

ング関連では、春の立ち上がりで好調にスタートし、ゴールデンウィークに一時的に低迷しましたが、梅雨明け後に

好天・猛暑となり、ガーデンテーブル・チェア・パラソル・縁台が好調でした。また、気温が高かったため、散水用

品・用土・肥料・薬品・植物・よしず・業務資材関連商品が好調でした。その結果、売上高は556億７千７百万円とな

りました。

 ② ホーム・インプルーブメント部門

　作業用品は、作業手袋・合羽類が伸び悩みましたが、長靴・作業小物・夏物ワークウエアが好調でした。台風・地

震の影響で、補強連結金物・安全金物や水道用品・配管部材が好調でしたが、網戸は最大ピーク期に台風が上陸し売

上機会ロスとなり、昨年より下回りました。また、気温が高かったため、外回りの補修用品や作業工具・塗料・接着

剤・製材・合板が好調でした。その結果、売上高は334億２千万円となりました。

 ③ ホーム・レジャー部門

　自転車は、春の立ち上げを早めスタートは好調でしたが、ゴールデンウィーク及び週末の雨の影響で、平均単価は

上がりましたが台数が伸びませんでした。レジャー・スポーツ用品では、キャンプ用品が滞留型からデイキャンプへ

と移行し、全体的に横ばいとなりましたが、ＴＶ通販他でブームとなったトレーニング用品が好調でした。カー用品

では、ドライブ用品・カーインテリア・電装品が好調でしたが、洗車用品・手入れケミカル用品が不振でした。その

結果、売上高は171億４千７百万円となりました。

 ④ ハウス・キーピング部門

　日用消耗品では、メーカーとの取組強化により、紙類・洗剤（住居洗剤・台所洗剤等）等が、「今月のお買得品」

の設定やチラシ特売強化により大きく伸長しました。季節商品では、殺虫剤が夏後半の猛暑により伸長しましたが、

スキンケア・エチケット用品は不振でした。ダイニング・家庭用品では、フライパン・調理用品等が順調に伸長し、

季節拡大展開の簡易行楽用品（紙食器類・保冷バック・レジャーシート等）や盛夏用品（冷水筒・カキ氷器等）も好

調でした。その結果、売上高は538億２千５百万円となりました。

 ⑤ ホーム・ファニシング部門

　春のシングルライフ展開では、カーテン・敷物とも不振でしたが、夏物インテリアのスダレ・イ草関連商品は好調

でした。寝具は、取扱店舗・品種とも拡大し、布団・毛布ケット・カバーシーツ等、順調に売上伸長しました。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伸び、

ラタン製品は大幅に伸長しました。その結果、売上高は192億１千万円となりました。
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 ⑥ ホーム・エレクトロニクス部門

　家電用品では、調理家電・家事家電・電池・管球等の主力品種が低迷しましたが、品揃え強化を図った配線部材・

電気設備資材・セキュリティ関連商品が好調でした。冷房用品については、７月の天候不順・台風上陸により売上不

振に見舞われました。８月の猛暑により売上を伸ばしましたが、７月の不振をカバーするには至りませんでした。そ

の結果、売上高は201億１千４百万円となりました。

（当期の見通し）

　下期の新規出店につきましては、㈱カーマで１店舗、ダイキ㈱で１店舗、ホーマック㈱で５店舗（うち㈱ツルヤ１

店舗）の合計７店舗を計画しております。閉店につきましては、ホーマック㈱で４店舗（うち㈱ツルヤ１店舗）を計

画しております。また、ダイキ㈱で38店舗、ホーマック㈱で５店舗の標準化改装、㈱カーマで８店舗の最適化改装を

計画しております。

　小売業界におきましては、オーバーストアの状況が解消されず厳しい経営環境が続いておりますが、当中間連結会

計期間の通期業績に対する進捗率は、概ね計画どおり推移しており、平成20年２月期の通期予想については、平成19

年４月11日開示の業績予想どおりの、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84億円を

見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末における資産合計は、売上高の伸長に伴う売掛金や新規出店によるたな卸資産の増加等によ

り流動資産が前期に比較して54億円増加したこと、また、５店舗の新規出店により有形固定資産が前期に比較して５

億３千８百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金の減少や敷金及び建設協力金の返還等により投資その他の

資産が前期に比較して39億４千４百万円減少したことから、資産合計残高は前期に比較して22億５千３百万円増加し、

2,569億１千８百万円となりました。

　当中間連結会計期間末における負債合計は、支払手形及び買掛金の増加等により流動負債が前期に比較して31億６

千２百万円増加したこと、また、長期借入金の返済やその他有価証券評価差額金に係る長期繰延税金負債の減少等に

より固定負債が前期に比較して29億２千４百万円減少したことから、負債合計残高は前期に比較して２億３千７百万

円増加し、1,234億１千９百万円となりました。

　当中間連結会計期間末における純資産合計は、中間純利益により利益剰余金が増加したことやその他有価証券評価

差額金が減少したことから、前期に比較して20億１千５百万円増加し、純資産合計残高は1,334億９千９百万円となり

ました。

 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、税金等調整前中間純利益89億１千６百万円、減価償却費32億５千１百万円、

売上債権の増加額11億１千６百万円、たな卸資産の増加額９億６千５百万円、仕入債務の増加額70億３千８百万円、

法人税等の支払額15億９千１百万円などにより、168億８千７百万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、新規出店など有形固定資産の取得による支出32億５千５百万円、ソフトウェ

ア等の無形固定資産の取得による支出10億３千４百万円、敷金及び建設協力金の返還による収入13億９千１百万円な

どにより、34億１千８百万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、短期借入金の返済による減少額83億５千万円、長期借入金の借入による増

加額50億円及び返済による減少額60億２百万円、配当金の支払額11億６千７百万円などにより、107億５千３百万円の

支出となりました。

　これらの結果、現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べ27億１千６百万円増加し、178億９千３百万円と

なりました。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。年間配当額につきましては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、新規出店等の設備投

資に充当し、企業体質の強化に努めてまいります。

　当期の配当につきましては、１株当たり15円（うち中間配当７円50銭）を予定しております。

(4）事業等のリスク

　平成19年２月期決算短信（平成19年４月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

     http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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２．企業集団の状況
　当中間連結会計期間末においては、最近の有価証券報告書（平成19年５月31日提出）における「事業の系統図（事業の

内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更が無いため開示を省略します。

 

３．経営方針
　平成19年２月期決算短信（平成19年４月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略して

おります。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

   　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   18,040   15,334  

２．受取手形及び売掛金   3,124   1,909  

３．有価証券   369   369  

４．たな卸資産   62,217   61,428  

５．繰延税金資産   2,004   1,797  

６．その他   5,472   4,990  

７．貸倒引当金   △4   △5  

流動資産合計   91,225 35.5  85,824 33.7

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

１．建物及び構築物 ※2,3 51,422   52,679   

２．土地 ※２ 45,876   44,245   

３．建設仮勘定  403   162   

４．その他 ※３ 2,321   2,399   

有形固定資産合計   100,024 38.9  99,486 39.1

(2）無形固定資産        

１．借地権  5,317   5,321   

２．ソフトウェア  3,540   3,035   

３．その他  190   431   

無形固定資産合計   9,048 3.5  8,789 3.4

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券  12,157   15,105   

２．敷金及び建設協
力金

 39,079   39,606   

３．繰延税金資産  1,128   807   

４．長期前払費用  2,763   2,921   

５．その他  1,857   2,253   

６．貸倒引当金  △366   △129   

投資その他の資産
合計

  56,619 22.1  60,564 23.8

固定資産合計   165,693 64.5  168,840 66.3

資産合計   256,918 100.0  254,664 100.0
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当中間連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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   50,378   43,135  

２．一年以内に償還予定
の社債

  －   200  

３．短期借入金   12,800   21,150  

４．一年以内に返済予定
の長期借入金

※２  13,314   12,619  

５．未払法人税等   4,095   1,491  

６．繰延税金負債   －   2  

７．賞与引当金   2,039   1,565  

８．役員賞与引当金   6   22  

９．その他   9,318   8,602  

流動負債合計   91,952 35.8  88,789 34.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２  22,501   24,198  

２．繰延税金負債   888   1,980  

３．再評価に係る繰延税
金負債

  265   265  

４．退職給付引当金   369   404  

５．役員退職慰労引当金   1,325   1,330  

６．負ののれん ※４  229   248  

７．長期預り金   5,361   5,305  

８．その他   525   658  

固定負債合計   31,467 12.2  34,391 13.5

負債合計   123,419 48.0  123,181 48.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   10,000   10,000  

２．資本剰余金   41,603   41,603  

３．利益剰余金   85,047   81,136  

４．自己株式   △5,057   △5,053  

株主資本合計   131,592 51.2  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

  2,979   4,952  

２．繰延ヘッジ損益   △39   △70  

３．土地再評価差額金   △2,040   △2,040  

評価・換算差額等合
計

  900 0.4  2,842 1.1

Ⅲ　少数株主持分   1,005 0.4  954 0.4

純資産合計   133,499 52.0  131,483 51.6

負債純資産合計   256,918 100.0  254,664 100.0

        

ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱ (3050)平成 20 年 2 月期中間決算短信

－ 8 －



(2) 中間連結損益計算書

  

当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   203,318 100.0  192,003 100.0

Ⅱ　売上原価   140,463 69.1  133,732 69.7

売上総利益   62,854 30.9  58,270 30.3

Ⅲ　営業収入        

不動産賃貸収入   1,781 0.9  1,637 0.9

営業総利益   64,636 31.8  59,908 31.2

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１  54,930 27.0  54,225 28.2

営業利益   9,705 4.8  5,682 3.0

Ⅴ　営業外収益        

１．受取利息及び配当金  344   157   

２．負ののれん償却額  68   68   

３．匿名組合投資利益  196   －   

４．その他  214 824 0.4 215 441 0.2

Ⅵ　営業外費用        

１．支払利息  295   295   

２．創立費  －   209   

３．株式交付費  －   121   

４．上場費用  －   23   

５．支払手数料  58   32   

６．その他  36 390 0.2 36 720 0.4

経常利益   10,139 5.0  5,404 2.8

Ⅶ　特別利益        

１．固定資産売却益  0   39   

２．投資有価証券売却益  16   39   

３．貸倒引当金戻入益  2   23   

４．役員退職慰労引当金
戻入益

 －   68   

５．賃貸借契約精算金  2   38   

６．その他 ※２ 2 24 0.0 22 231 0.1

Ⅷ　特別損失        

１．固定資産除売却損 ※３ 83   199   

２．減損損失 ※４ 297   658   

３．出店計画中止損及び
閉店損

※５ 315   372   

４．商品廃棄損  176   125   

５．貸倒引当金繰入  249   －   

６．その他 ※６ 124 1,247 0.6 267 1,622 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

  8,916 4.4  4,012 2.1

法人税、住民税及
び事業税

 3,922   1,308   

法人税等調整額  △135 3,787 1.9 0 1,308 0.7

少数株主利益   62 0.0  50 0.0

中間（当期）純利
益

  5,066 2.5  2,653 1.4

        

ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱ (3050)平成 20 年 2 月期中間決算短信

－ 9 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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19年２月28日  残高

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,156  △1,156

中間純利益   5,066  5,066

自己株式の取得    △4 △4

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間の変動額（純額）
     

中間連結会計期間の変動額合計

 （百万円）
－ － 3,910 △4 3,906

平成19年８月31日  残高

 （百万円）
10,000 41,603 85,047 △5,057 131,592

 

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19年２月28日 残高

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △1,156

中間純利益      5,066

自己株式の取得      △4

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間の変動額（純額）
△1,972 31 － △1,941 50 △1,890

中間連結会計期間の変動額合計

 （百万円）
△1,972 31 － △1,941 50 2,015

平成19年８月31日  残高

 （百万円）
2,979 △39 △2,040 900 1,005 133,499
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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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益  8,916 4,012

減価償却費  3,251 3,297

減損損失  297 658

負ののれん償却額  △68 △68

貸倒引当金の増減額（減少：△）  235 △90

賞与引当金の増減額（減少：△）  473 △206

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △34 △40

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 △5 △206

受取利息及び受取配当金  △344 △157

支払利息  295 295

投資有価証券売却益  △16 △39

固定資産売却益  △0 △39

固定資産除売却損  83 199

商品廃棄損  176 125

出店計画中止損及び閉店損  306 372

売上債権の増減額（増加：△）  △1,116 1,475

たな卸資産の増減額（増加：△）  △965 △1,976

仕入債務の増減額（減少：△）  7,038 △2,804

その他  △43 △13

小計  18,481 4,792

利息及び配当金の受取額  255 82

利息の支払額  △281 △289

法人税等の支払額  △1,591 △3,363

法人税等の還付額  285 37

出店中止閉店支払額  △262 △372

営業活動によるキャッシュ・フロー  16,887 885

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  △3,255 △3,991

有形固定資産の売却による収入  48 903

無形固定資産の取得による支出  △1,034 △749

敷金及び建設協力金の差入による支出  △740 △1,434

敷金及び建設協力金の返還による収入  1,391 1,319

投資有価証券の取得による支出  △61 △43

投資有価証券の売却による収入  216 132

関係会社株式の取得による支出  △180 △94

貸付金の回収による収入  53 37

その他  144 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,418 △3,971
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当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 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：△）  △8,350 9,150

長期借入による収入  5,000 －

長期借入金の返済による支出  △6,002 △6,289

割賦債務の返済による支出  △29 △864

配当金の支払額  △1,167 △897

その他  △204 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー  △10,753 1,036

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  2,716 △2,048

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  15,177 17,226

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末（期末）残高  17,893 15,177
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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

６社　・㈱カーマ

・ダイキ㈱

・ホーマック㈱

・ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

・ダイレックス㈱

・㈱ツルヤ

　なお、ホーマック㈱の連結子会

社であったプロメンテ㈱は、平成

19年３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。

(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 Ｊａ

ｐａｎ㈱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

７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

他２社

(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、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

は、中間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。

（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

　該当事項はありません。

(1) 持分法適用の関連会社

　同　　左

 (2) 持分法を適用していない関連会

社

平成都市開発㈱

(2) 持分法を適用していない関連会

社

同　　左

 （持分法を適用していない理由）

　中間純損益（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

除いても中間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。

（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。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、ホー

マック㈱の子会社１社を除き中間連

結決算日と一致しております。当該

連結子会社の中間決算日と中間連結

決算日との差は３ヶ月以内であるた

め、当該連結子会社の中間会計期間

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、中間連結決

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。

　また、ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱の決

算日を１月31日から２月末日に変更

したことに伴い、当中間連結会計期

間における同社の会計期間は７ヶ月

となっております。

　連結子会社の決算日は、ＤＣＭ 

Ｊａｐａｎ㈱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。

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) 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

　中間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）

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

同　　左

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

時価のないもの

　同　　左

 ②　たな卸資産

　商品：主として売価還元法に

よる原価法

②　たな卸資産

　同　　左

 ③　デリバティブ

時価法

③　デリバティブ

　同　　左

 (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) 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
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

 （会計処理の変更）

減価償却方法の変更

　当中間連結会計期間より、法人税

法の改正に伴い、当社及び連結子会

社の平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後

の法人税法に規定する方法により、

減価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益に与える影響は軽微であります。

 

 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。

②　無形固定資産

同　　左

 ③　長期前払費用

定額法

③　長期前払費用

同　　左

 (3)　―――――― (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処

理しております。

 (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。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同　　左

 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。

②　賞与引当金

　同　　左

 ③　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。

③　役員賞与引当金

　同　　左

 ④　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、当中間連結会計

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　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。

ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス㈱ (3050)平成 20 年 2 月期中間決算短信

－ 16 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

 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、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

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）重要な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、中間連

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。

(5) 重要な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) 重要な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。

(6) 重要なリース取引の処理方法

同　　左

 (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。また、金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満たして

いる場合には特例処理を採用し

ております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同　　左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

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

　金利リスクの低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

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。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　同　　左

 (8）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(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方法

　税抜方式を採用しておりま

す。

　なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は、相殺の上、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

　消費税等の会計処理方法

同　　左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・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。

　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。

 

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年２月28日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

69,730百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

68,543百万円であります。

※２　このうち債務の担保に供している資産

は次のとおりであります。

※２　このうち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 1,115百万円

土地 481

計 1,596

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。

　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 777百万円

（一年以内返済分を含む）

長期借入金 992百万円

（一年以内返済分を含む）

※３　有形固定資産のうち、建物及び構築物

88百万円、その他４百万円を国庫補助金

等の圧縮記帳により取得原価から控除し

ております。

※３　有形固定資産のうち、建物及び構築物

88百万円、その他４百万円を国庫補助金

等の圧縮記帳により取得原価から控除し

ております。

※４　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 437百万円

負ののれん △667

※４　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

　５　保証債務 　５　保証債務

　下記連結会社以外の会社に対し、以下

の債務保証を行っております。

　下記連結会社以外の会社に対し、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 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
1,955百万円

㈱カーヤ 36

計 1,991

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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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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。

※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 17,248百万円

賞与引当金繰入額 2,007

役員賞与引当金繰入額 6

役員退職慰労引当金繰

入額
46

退職給付費用 536

賃借料 10,938

減価償却費 2,527

賃金・給料・手当他 17,347百万円

賞与引当金繰入額 1,435

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 1百万円

国庫補助金収入 1

※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 23百万円

工具器具備品除却損 42百万円

建物及び構築物売却損 0

※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

※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。

　当中間連結会計期間におきましては、子会

社ホーマック㈱のスクラップ＆リプレース計

画のうち退店が決定している２店舗の帳簿価

額を全額減損損失（297百万円）として計上い

たしました。

①　東北地区（ホーマック㈱）

用途　店舗（２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 251百万円

リース資産 0

その他 45

計 297

※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

②　中部地区（㈱カーマ）

用途　店舗（１店）、遊休資産（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
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当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

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 －百万円

閉店損 315

計 315

※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。

補償金 48百万円

仕入債務差額金 35

※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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
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） 5,300 4 － 5,304

合計 5,300 4 － 5,304

（注）当中間連結会計期間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

（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19年５月24日

定時株主総会
普通株式 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。

 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるも

の

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年10月10日

取締役会
普通株式 1,195 利益剰余金 7.5 平成19年８月31日 平成19年11月９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。
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前連結会計年度（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。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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 18,040百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△147

現金及び現金同等物 17,893

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

（リース取引関係、有価証券、デリバティブ取引）

 

　　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。

 

（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、当中間連結会計期間及び前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

　当中間連結会計期間及び前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

　当中間連結会計期間及び前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。
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（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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 859円60銭 846円83銭

１株当たり中間（当期）純

利益
32円87銭 17円21銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
－ － 

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

中間（当期）純利益

（百万円）
5,066 2,653

普通株主に帰属しない金

額（百万円）
－ － 

普通株主に係る中間（当

期）純利益（百万円）
5,066 2,653

期中平均株式数（千株） 154,136 154,144

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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５．商品別売上状況

事業部門

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日

　  至  平成19年８月31日）

前連結会計年度
（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（％） 金額（百万円） 構成比（％）

ホームセンター事業     

　ペット＆グリーン 55,677 27.4 40,976 21.3

　ホーム・インプルーブメント 33,420 16.5 33,035 17.2

　ホーム・レジャー 17,147 8.4 11,635 6.1

　ハウス・キーピング 53,825 26.5 53,373 27.8

　ホーム・ファニシング 19,210 9.4 18,632 9.7

　ホーム・エレクトロニクス 20,114 9.9 30,029 15.6

　その他 2,095 1.0 2,020 1.1

ホームセンター事業計 201,491 99.1 189,704 98.8

その他の事業 1,826 0.9 2,298 1.2

合計 203,318 100.0 192,003 100.0

　（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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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)
前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  658   919   

２．前払費用  14   12   

３．短期貸付金  1,599   2,000   

４．その他  270   310   

流動資産合計   2,543 1.9  3,241 2.4

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

１．建物  15   15   

２．工具・器具・備
品

 0   0   

有形固定資産合計  15   15   

(2）無形固定資産  90   26   

(3）投資その他の資産        

１．関係会社株式  129,170   129,170   

２．長期貸付金  4,000   －   

３．長期前払費用  2   4   

４．敷金  17   17   

投資その他の資産
合計

 133,190   129,192   

固定資産合計   133,296 98.1  129,234 97.6

資産合計   135,840 100.0  132,476 100.0
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当中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)
前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年２月28日現在)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．短期借入金  －   2,000   

２．一年以内に返済予定
の長期借入金

 999   －   

３．未払金  85   53   

４．未払費用  0   0   

５．預り金  11   3   

６．未払法人税等  19   16   

７．その他  6   20   

流動負債合計   1,122 0.8  2,094 1.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  4,000   －   

２．役員退職慰労引当金  10   7   

固定負債合計   4,011 3.0  7 0.0

負債合計   5,133 3.8  2,101 1.6

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   10,000 7.4  10,000 7.5

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  118,787   118,787   

資本剰余金合計   118,787 87.4  118,787 89.7

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余
金

       

繰越利益剰余金  1,941   1,604   

利益剰余金合計   1,941 1.4  1,604 1.2

４．自己株式   △22 △0.0  △17 △0.0

株主資本合計   130,706 96.2  130,374 98.4

純資産合計   130,706 96.2  130,374 98.4

負債純資産合計   135,840 100.0  132,476 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益        

　１．受取配当金収入  1,502   1,589   

　２．経営指導料収入  676 2,179 100.0 896 2,486 100.0

営業総利益   2,179 100.0  2,486 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※１  640 29.4  487 19.6

営業利益   1,538 70.6  1,998 80.4

Ⅲ　営業外収益 ※２  91 4.2  23 0.9

Ⅳ　営業外費用 ※３  41 1.9  363 14.6

経常利益   1,588 72.9  1,658 66.7

Ⅴ　特別損失 ※４  － －  5 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  1,588 72.9  1,652 66.5

法人税、住民税及
び事業税

 55 55 2.6 48 48 2.0

中間（当期）純利
益

  1,532 70.3  1,604 64.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本

準備金

資本剰余

金合計

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金 

平成19年２月28日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 1,604 1,604 △17 130,374 130,374

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   － △1,195 △1,195  △1,195 △1,195

中間純利益   － 1,532 1,532  1,532 1,532

自己株式の取得   －  － △4 △4 △4

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － 336 336 △4 332 332

平成19年８月31日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 1,941 1,941 △22 130,706 130,706

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本

準備金

資本剰余

金合計

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金 

平成18年９月１日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 － － － 128,787 128,787

事業年度中の変動額

当期純利益   － 1,604 1,604  1,604 1,604

自己株式の取得   －  － △17 △17 △17

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － 1,604 1,604 △17 1,586 1,586

平成19年２月28日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 1,604 1,604 △17 130,374 130,374
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ８～15年

工具・器具・備品 ３～20年

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ８～15年

工具・器具・備品 ３～20年

 （会計処理の変更）

減価償却方法の変更

　当中間会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に規定する方法に

より、減価償却費を計上しておりま

す。

　なお、この変更に伴う営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。

 

 (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。

(2) 無形固定資産

同　　左

 (3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同　　左

３．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。

(1) 貸倒引当金

　同　　左

 (2) 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、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

(2) 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。

４．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。

　　同　　左

５．その他中間財務諸表（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。

　なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は、相殺の上、流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。

　消費税等の会計処理

　　同　　左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日現在）

前事業年度末
（平成19年２月28日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

0百万円

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年９月１日

至　平成19年２月28日）

※１　減価償却実施額

有形固定資産　　　　 　1百万円

無形固定資産　　　　 　8百万円

 

※１　減価償却実施額

有形固定資産　　　　 　0百万円

無形固定資産　　　　 　1百万円

 

※２　営業外収益の主要項目

受取利息

情報提供料収入

受取手数料 

コラボレーション・

インセンティブ

2百万円

31

22

30

 

※２　営業外収益の主要項目

受取利息

情報提供料収入

0百万円

20

 

※３　営業外費用の主要項目

支払利息

支払手数料

0百万円

41

 

※３　営業外費用の主要項目

支払利息

創立費

株式交付費

上場費用

1百万円

209

121

23

 

※４　　　――――――― ※４　特別損失

事務所移転費用 5百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式　（注） 13 4 － 17

合計 13 4 － 17

　（注）当中間会計期間増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

普通株式　（注） － 13 － 13

合計 － 13 － 13

　（注）当期増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

 

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。

 

（１株当たり情報）

項目
当中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（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 819円88銭 817円77銭

１株当たり中間（当期）

純利益
9円61銭 10円06銭

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
－  －

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

中間（当期）純利益

（百万円）
1,532 1,604

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－  －

普通株主に係る中間（当

期）純利益（百万円）
1,532 1,604

期中平均株式数（千株） 159,423 159,431

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。
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