
(財)財務会計基準機構会員
 

平成21年２月期　中間決算短信 平成20年10月８日

上場会社名 ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス株式会社 上場取引所 東京・大阪・名古屋各一部　札幌

コード番号 3050  ＵＲＬ　http://www.dcmjapan-holdings.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）久田　宗弘

問合せ先責任者 （役職名）執行役員　財務戦略グループ担当 （氏名）鎌田　清孝 　　ＴＥＬ　（03）5764－5214

半期報告書提出予定日　　平成20年11月27日 配当支払開始予定日　　　平成20年11月７日

（百万円未満切捨て）

１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20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 ％

20年８月中間期 221,975 8.2 10,157 4.7 10,255 1.1 4,210 △16.9

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

20年２月期 395,808 － 15,602 － 16,123 － 8,056 －

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

20年８月中間期 27 32 －  

19年８月中間期 32 87 －  

20年２月期 52 27 －  

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 －百万円 19年８月中間期 －百万円 20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

20年８月中間期 305,020 137,293 44.7 884 81

19年８月中間期 256,918 133,499 51.6 859 60

20年２月期 268,865 134,374 49.6 865 08

（参考）自己資本 20年８月中間期 136,349百万円 19年８月中間期 132,493百万円 20年２月期 133,337百万円

(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

20年８月中間期 31,339 △15,254 1,208 31,776

19年８月中間期 16,887 △3,418 △10,753 17,893

20年２月期 15,757 △12,924 △3,689 14,320

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

20年２月期 7 50 7 50 15 00

21年２月期 7 50 －

21年２月期（予想） － 7 50 15 00

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 436,400 10.3 17,200 10.2 17,200 6.7 7,800 △3.2 50 61
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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） 20年８月中間期 159,439,199株 19年８月中間期 159,439,199株 20年２月期 159,439,199株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 5,338,701株 19年８月中間期 5,304,738株 20年２月期 5,306,965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、22ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

(4）19年８月中間期の前年増減率については、その前年が平成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

　　平成20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20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 ％

20年８月中間期 2,068 △5.1 1,416 △7.9 1,390 △12.5 1,337 △12.7

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

20年２月期 12,546 － 11,352 － 11,434 － 11,283 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 8 61

19年８月中間期 9 61

20年２月期 70 78

(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

20年８月中間期 162,644 136,483 83.9 885 68

19年８月中間期 135,840 130,706 96.2 819 88

20年２月期 148,875 139,260 93.5 873 55

（参考）自己資本 20年８月中間期 136,483百万円 19年８月中間期 130,706百万円 20年２月期 139,260百万円

※　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、米国サブプライムローン問題が表面化してから約１年が経過するも、

国際金融市場はいまだに不安定な状況が続いており、原油高、資源高の影響により企業業績の先行きに対する不透明

感、また、食料品等の物価高により個人消費にもかげりが見えるなど、非常に厳しい状況が続いております。

　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３店舗、ホーマック㈱で㈱タカカツ

より譲り受けた５店舗を含めて13店舗、㈱オージョイフルで１店舗の合計17店舗を出店し、閉店につきましてはホー

マック㈱で７店舗を閉店いたしました。改装につきましては、㈱カーマで最適化改装15店舗、ダイキ㈱で標準化改装

29店舗、ホーマック㈱で㈱タカカツより譲り受けた５店舗の合計49店舗を実施いたしました。なお、ダイキ㈱につき

ましては標準化改装を終了しました。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463店舗となりまし

た。

　また、平成20年６月にダイキ㈱が熊本県内を中心に19店舗を展開する㈱ホームセンターサンコーの株式82.55％を取

得し子会社化いたしました。これにより今後、熊本エリアを中心にホームセンター事業を積極的に展開していくこと

になります。なお、㈱ホームセンターサンコーの連結については、みなし取得日を平成20年8月31日とし、当中間連結

会計期間においては貸借対照表のみ連結し、損益計算書については下期からの連結になります。

　営業面では、第１四半期は春の立ち上がりが天候に恵まれたこともあり、植物・園芸、自転車・自転車部品やペッ

トフードなどが順調に推移し、既存店売上高は0.5％の増加となりました。第２四半期は６月が前年に比較して雨が多

く客数の確保に苦戦、７月は前年より梅雨明けが早く、扇風機、すだれ、殺虫剤、散水用品等の夏物商品が好調に推

移、８月は北海道、東北地区が前年に比較して気温が低く推移し、また雨の日も多く７月の需要の前倒しの影響もあ

り夏物商品は苦戦しました。その結果、第２四半期の既存店売上高は1.9％の減少となりました。上期累計の既存店売

上高は0.6％の減少となりましたが、計画数値に対しては0.8％上回ることが出来ました。また、カーマ、ダイキ、ホー

マックにおける政策商品の共通化は８月度単月で90.5％、上期累計で89.4％となりました。

　下期の組織について、より効率的でかつ機動性のあるグループ経営を行うため、管理部門の機能統合を行う組織変

更を平成20年８月12日に発表いたしました。これにより、今後、間接経費削減等統合シナジーを追求してまいりま

す。

　これらの結果、当中間連結会計期間の営業収益は2,219億７千５百万円（前年同期比108.2％）、営業利益101億５千

７百万円（前年同期比104.7％）、経常利益102億５千５百万円（前年同期比101.1％）、中間純利益は、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」の早期適用により27億２千８百万円を特別損失に計上したこともあり、42億１千万円（前年

同期比83.1％）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

　ペットフードは、小型室内犬や老齢犬が食べやすいプレミアムフード等が安定的に伸長しました。ペット用品は、

猛暑によりクールマットが伸長しましたが、昆虫用品は昨年同様にブームが無く不振でした。園芸用品は、春の立上

がりが好調にスタートし、梅雨明け後も好天・猛暑となり、散水用品・用土・肥料・薬品・植物・農業資材関連商品

が伸長しました。その結果、売上高は617億円となりました。

 ② ホーム・インプルーブメント部門

　作業用品は、ワークウエア全体が伸び悩みましたが、長靴・作業小物・作業手袋は好調でした。また、地震の影響

で補強連結金物・安全金物・補修用品や水道用品・配管部材が好調でした。網戸は猛暑の影響もあり、張替部材を中

心に伸長しました。建築資材関連では、単管パイプ・鋼材・フロア材・屋根材・運搬用品が伸長しました。その結果、

売上高は352億２千５百万円となりました。 

 ③ ホーム・レジャー部門

　自転車は、ガソリンの高騰と健康志向ブームにより、軽快車・シティーサイクル車が好調でした。特に、電動自転

車は昨年を大きく上回りました。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型へと移行

し、梅雨明けも早く全体的に伸長しましたが、昨年ＴＶ通販等でブームとなったトレーニング用品は不振でした。カー

用品では、ドライブ用品・整備用品・芳香剤が好調でした。その結果、売上高は185億１千９百万円となりました。 
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 ④ ハウス・キーピング部門

　日用消耗品では、ＮＢメーカーとの取組強化による「今月のお買得品」の設定やチラシ特売強化により、紙類・洗

濯洗剤・ヘアケア用品等が大きく伸長しました。季節商品では、殺虫剤・エチケット用品が猛暑により伸長しました。

ダイニング・家庭用品では、フライパン・調理器物等が順調に伸長し、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・かき氷器等）も好調でした。その結果、売上高は587億８千４百

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、夏物インテリアのクッション・スダレ関連商品

は好調でした。寝具は、取扱店舗・品種とも拡大し、布団・タオルケット・カバーシーツ等も順調に売上が伸長しま

した。家具・収納では、プラスチック収納用品やシステムラック収納、自然素材バスケット等が好調に推移しました。

その結果、売上高は195億４千３百万円となりました。 

 ⑥ ホーム・エレクトロニクス部門

　家電用品では、家事家電・電池・照明器具等が低迷しましたが、消防法改正に伴い、火災警報器が大きく伸長しま

した。ＡＶ情報機器では、オリンピックの与件からテレビ・アンテナパーツが伸長しました。また、健康志向ブーム

によりマッサージ機等が伸長しました。冷房用品では、梅雨明けが早く猛暑の影響により、扇風機・エアコンが好調

でした。その結果、売上高は216億９千２百万円となりました。 

（当期の見通し）

　新規出店につきましては、㈱カーマで３店舗、ダイキ㈱で３店舗、ホーマック㈱で４店舗（うち㈱ツルヤ１店舗）

の合計10店舗を計画しております。閉店につきましては、ダイキ㈱で１店舗を計画しております。また、改装につき

ましては㈱カーマで８店舗、ホーマック㈱で５店舗の13店舗を計画しております。

　原油、原材料の高騰による物価高などの影響を受けて消費環境は厳しい状況が続いておりますが、平成21年２月期

の連結業績予想につきましては、下期から㈱ホームセンターサンコーが連結に加わることもあり、営業収益4,364億円、

営業利益172億円、経常利益172億円、当期純利益78億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残高は、当年８月31日が金融機関休業日であったため現金及び預金や売掛金な

どが増加したことや、新規出店に伴う建物取得や出店予定地の土地取得により有形固定資産が増加したこと、ダイキ

㈱による㈱ホームセンターサンコーの子会社化（みなし取得日８月31日）に伴う資産の増加などにより、資産合計は

前期に比較して361億５千５百万円増加し、3,050億２千万円となりました。

　負債残高は、同じく金融機関休業日の影響による買掛金の未決済残高の増加やシンジケートローンによる長期運転

資金の借入による増加、㈱ホームセンターサンコーの子会社化に伴う負債の増加などから、負債合計は前期に比較し

て332億３千６百万円増加し、1,677億２千７百万円となりました。

　純資産残高は、中間純利益による利益剰余金の増加や配当金の支払い等から、純資産合計は前期に比較して29億１

千９百万円増加し、1,372億９千３百万円となりました。
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 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66億８千２百万円、減価償却費39億８百万円、

たな卸資産評価損27億２千８百万円、売上債権の増加額11億１千４百万円、たな卸資産の増加額25億２千６百万円、

仕入債務の増加額245億７千１百万円、法人税等の支払額48億９千９百万円等により、313億３千９百万円の収入とな

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、新規出店等の有形固定資産の取得による支出105億６千８百万円、ソフト

ウェア等の無形固定資産の取得による支出７億９千６百万円、敷金及び建設協力金の差入による支出20億６千９百万

円等により、152億５千４百万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、短期借入金の減少額69億２千２百万円、長期借入金の借入による収入175

億円及び返済による支出81億６千万円、配当金の支払額11億６千６百万円等により、12億８百万円の収入となりまし

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174億５千５百万円（合併による増加額１億６千

２百万円含む）増加し、317億７千６百万円となりました。 

(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

－ 5 －



２．企業集団の状況
　当社グループは、主に当社と連結子会社８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  

 ㈱オージョイフル  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。

 

   

 

   

一  

般  

消  

費  

者 

  経営管理 

 

 

 

（連結子会社） 

ダイキ㈱ 

（連結子会社） 

ホーマック㈱ 
  

 商品供給  

 

 

 

（連結子会社） 

㈱カーマ 

ホームセンター業 

 

 

   小 売 

 

 

Ｄ
Ｃ
Ｍ 

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱                                                                       

          

   
 

 

 
 

 

 
 

 
  

Ｄ 

  

Ｃ 

  

Ｍ 

  
 

 

（連結子会社） 

ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱ 
輸入を含む商品供

給及び商品開発等

を行っている。 

（連結子会社） 

㈱オージョイフル 
  

－ 6 －



３．経営方針
　平成20年２月期決算短信（平成20年４月８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

 

－ 7 －



４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）
当中間連結会計期間末

（平成20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20年２月29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
（％）

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   31,999   14,457  

２．受取手形及び売掛
金

  3,124   3,766   2,558  

３．有価証券   369   －   －  

４．たな卸資産   62,217   71,883   68,879  

５．繰延税金資産   2,004   2,008   2,302  

６．その他   5,472   5,406   8,931  

７．貸倒引当金   △4   △2   △4  

流動資産合計   91,225 35.5  115,060 37.7  97,124 36.1

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構築物  51,422   60,164   54,561   

２．土地  45,876   54,082   47,547   

３．建設仮勘定  403   1,569   1,331   

４．その他  2,321   3,846   2,452   

有形固定資産合
計

  100,024 38.9  119,662 39.2  105,893 39.4

(2）無形固定資産           

１．のれん  －   1,395   －   

２．借地権  5,317   5,584   5,507   

３．ソフトウェア  3,540   3,195   3,291   

４．その他  190   204   202   

無形固定資産合
計

  9,048 3.5  10,380 3.4  9,001 3.4

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  12,157   10,431   10,326   

２．敷金及び建設協
力金

 39,079   44,069   41,181   

３．繰延税金資産  1,128   1,120   1,184   

４．長期前払費用  2,763   2,633   2,675   

５．その他  1,857   1,773   1,590   

６．貸倒引当金  △366   △111   △112   

投資その他の資
産合計

  56,619 22.1  59,917 19.7  56,845 21.1

固定資産合計   165,693 64.5  189,960 62.3  171,740 63.9

資産合計   256,918 100.0  305,020 100.0  268,865 100.0

           

－ 8 －



  
前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日現在）
当中間連結会計期間末

（平成20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20年２月29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
（％）

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   72,197   45,585  

２．一年以内に償還予
定の社債

  －   200   －  

３．短期借入金   12,800   22,320   26,022  

４．一年以内に返済予
定の長期借入金

  13,314   20,453   13,613  

５．未払法人税等   4,095   2,240   4,938  

６．繰延税金負債   －   0   －  

７．賞与引当金   2,039   2,257   1,899  

８．役員賞与引当金   6   11   15  

９．その他   9,318   10,532   10,618  

流動負債合計   91,952 35.8  130,213 42.7  102,692 38.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債   －   465   －  

２．長期借入金   22,501   28,025   23,405  

３．繰延税金負債   888   652   590  

４．再評価に係る繰延
税金負債

  265   250   250  

５．退職給付引当金   369   735   362  

６．役員退職慰労引当
金

  1,325   186   1,387  

７．負ののれん   229   －   4  

８．長期預り金   5,361   5,500   5,369  

９．その他   525   1,697   428  

固定負債合計   31,467 12.2  37,514 12.3  31,798 11.8

負債合計   123,419 48.0  167,727 55.0  134,491 50.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   10,000   10,000   10,000  

２．資本剰余金   41,603   41,603   41,603  

３．利益剰余金   85,047   89,943   86,888  

４．自己株式   △5,057   △5,081   △5,059  

株主資本合計   131,592 51.2  136,465 44.7  133,432 49.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  2,979   1,905   1,902  

２．繰延ヘッジ損益   △39   26   49  

３．土地再評価差額金   △2,040   △2,047   △2,047  

評価・換算差額等合
計

  900 0.4  △115 △0.0  △95 △0.0

Ⅲ　少数株主持分   1,005 0.4  944 0.3  1,037 0.4

純資産合計   133,499 52.0  137,293 45.0  134,374 50.0

負債純資産合計   256,918 100.0  305,020 100.0  268,865 100.0

           

－ 9 －



(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20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19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   203,318 100.0  219,966 100.0  392,129 100.0

Ⅱ　売上原価   140,463 69.1  152,015 69.1  271,727 69.3

売上総利益   62,854 30.9  67,951 30.9  120,401 30.7

Ⅲ　営業収入           

不動産賃貸収入   1,781 0.9  2,009 0.9  3,678 0.9

営業総利益   64,636 31.8  69,960 31.8  124,080 31.6

Ⅳ　販売費及び一般管理費   54,930 27.0  59,802 27.2  108,478 27.6

営業利益   9,705 4.8  10,157 4.6  15,602 4.0

Ⅴ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  344   246   521   

２．負ののれん償却額  68   －   37   

３．手数料収入  －   124   －   

４．為替差益  －   71   －   

５．匿名組合投資利益  196   25   240   

６．その他  214 824 0.4 215 684 0.3 385 1,184 0.3

Ⅵ　営業外費用           

１．支払利息  295   357   557   

２．支払手数料  58   157   79   

３．その他  36 390 0.2 71 586 0.2 25 663 0.2

経常利益   10,139 5.0  10,255 4.7  16,123 4.1

Ⅶ　特別利益           

１．固定資産売却益  0   91   116   

２．投資有価証券売却益  16   7   21   

３．貸倒引当金戻入益  2   2   4   

４．役員退職慰労引当金
戻入益

 －   6   －   

５．賃貸借契約精算金  2   －   2   

６．その他  2 24 0.0 16 124 0.0 2 147 0.0

Ⅷ　特別損失           

１．固定資産除売却損  83   154   355   

２．減損損失  297   215   701   

３．出店計画中止損及び
閉店損

 315   104   548   

４．商品廃棄損  176   51   244   

５．たな卸資産評価損  －   2,728   －   

６．貸倒引当金繰入額  249   －   －   

７．その他  124 1,247 0.6 443 3,696 1.7 307 2,158 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

  8,916 4.4  6,682 3.0  14,112 3.6

法人税、住民税及び
事業税

 3,922   2,078   6,225   

法人税等調整額  △135 3,787 1.9 331 2,410 1.1 △263 5,961 1.5

少数株主利益   62 0.0  61 0.0  94 0.0

中間（当期）純利益   5,066 2.5  4,210 1.9  8,056 2.1

           

－ 10 －



(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

－ 11 －



当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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20年２月29日  残高

 （百万円）
10,000 41,603 86,888 △5,059 133,432

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,155  △1,155

中間純利益   4,210  4,210

自己株式の取得    △21 △21

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）
－ － 3,054 △21 3,032

平成20年８月31日  残高

 （百万円）
10,000 41,603 89,943 △5,081 136,465

 

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20年２月29日 残高

 （百万円）
1,902 49 △2,047 △95 1,037 134,374

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △1,155

中間純利益      4,210

自己株式の取得      △21

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間の変動額（純額）
3 △23 － △20 △93 △113

中間連結会計期間の変動額合計

 （百万円）
3 △23 － △20 △93 2,919

平成20年８月31日  残高

 （百万円）
1,905 26 △2,047 △115 944 137,293

－ 12 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △2,312  △2,312

当期純利益   8,056  8,056

自己株式の取得    △6 △6

土地再評価差額金取崩額   7  7

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）
－ － 5,752 △6 5,746

平成20年２月29日  残高

 （百万円）
10,000 41,603 86,888 △5,059 133,432

 

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △2,312

当期純利益      8,056

自己株式の取得      △6

土地再評価差額金取崩額   △7 △7  －

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△3,049 119 － △2,929 82 △2,847

連結会計年度中の変動額合計

 （百万円）
△3,049 119 △7 △2,937 82 2,891

平成20年２月29日  残高

 （百万円）
1,902 49 △2,047 △95 1,037 134,374

－ 13 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20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19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

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

    

税金等調整前中間（当
期）純利益

 8,916 6,682 14,112

減価償却費  3,251 3,908 6,849

減損損失  297 215 701

のれん償却額  － 67 －

負ののれん償却額  △68 － △37

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

 235 △3 △19

賞与引当金の増減額（減
少：△）

 473 323 277

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 △34 △19 △41

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 △5 △89 40

受取利息及び受取配当金  △344 △246 △521

支払利息  295 356 557

投資有価証券売却益  △16 △7 △21

固定資産売却益  △0 △91 △116

固定資産除売却損  83 154 355

商品廃棄損  176 51 244

たな卸資産評価損  － 2,728 －

出店計画中止損及び閉店
損

 306 104 548

売上債権の増減額（増
加：△）

 △1,116 △1,114 △412

たな卸資産の増減額（増
加：△）

 △965 △2,526 △3,814

仕入債務の増減額（減
少：△）

 7,038 24,571 721

その他  △43 △664 1,820

小計  18,481 34,401 21,246

利息及び配当金の受取額  255 169 420

利息の支払額  △281 △366 △560

法人税等の支払額  △1,591 △4,899 △5,052

法人税等の還付額  285 2,139 285

出店中止閉店支払額  △262 △103 △581

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 16,887 31,339 15,757

－ 14 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20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19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △10,568 △9,030

有形固定資産の売却によ
る収入

 48 142 352

無形固定資産の取得によ
る支出

 △1,034 △796 △1,651

敷金及び建設協力金の差
入による支出

 △740 △2,069 △1,576

敷金及び建設協力金の返
還による収入

 1,391 965 3,053

投資有価証券の取得によ
る支出

 △61 － △61

投資有価証券の売却によ
る収入

 216 57 254

関係会社株式の取得によ
る支出

 △180 △113 △180

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

 － △564 △3,999

営業譲受による支出  － △1,998 －

貸付金の回収による収入  53 48 88

その他  144 △357 △174

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,418 △15,254 △12,924

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 △6,922 2,150

長期借入による収入  5,000 17,500 10,000

長期借入金の返済による
支出

 △6,002 △8,160 △13,119

割賦債務の返済による支
出

 △29 △20 △189

配当金の支払額  △1,167 △1,166 △2,324

その他  △204 △21 △206

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △10,753 1,208 △3,689

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 2,716 17,293 △856

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  15,177 14,320 15,177

Ⅵ　合併による現金及び現金同等
物の増加

 － 162 －

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末
（期末）残高

 17,893 31,776 14,320
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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
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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

８社　・㈱カーマ

・ダイキ㈱

・ホーマック㈱

・㈱オージョイフル

・ＤＣＭ Ｊａｐａｎ㈱

・ダイレックス㈱

・㈱ツルヤ

・㈱ホームセンターサン

コー

　なお、㈱ホームセンターサン

コーは、ダイキ㈱によるその株式

取得に伴い、当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めております

が、当中間連結会計期間について

は平成20年８月31日をみなし取得

日として、貸借対照表のみを連結

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㈱

・㈱オージョイフル

・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日付けでホー

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。

　また、㈱オージョイフルは、

その株式取得に伴い、当連結会

計年度より連結の範囲に含めて

おりますが、当連結会計年度に

ついては平成20年２月20日をみ

なし取得日として、貸借対照表

のみを連結しております。

 (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

　

（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。

(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。

　なお、非連結子会社であった㈱

ホームセンタータテヤマは、連結

子会社である㈱カーマに吸収合併

されております。

(2) 非連結子会社

６社　・㈱カーヤ

・㈱タパス

・カーマビジネスサービ

ス㈱

・㈱ホームセンタータテ

ヤマ

・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。

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

(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㈱

（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。

(2) 持分法を適用していない関連会

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㈱

（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
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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、㈱オージョイフルの決算日

を２月20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６ヶ月と11

日間となっております。

連結子会社の決算日は、㈱オー

ジョイフル及びホーマック㈱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。

　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、当連結会計年度に

おける同社の会計期間は13ヶ月と

なっております。

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　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) 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

同　　左

 　

ロ．その他有価証券

　時価のあるもの

同　　左

(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

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

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

　商品：主として売価還元法に

よる低価法　

（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が平成20年３月

31日以前に開始する連結会計年度

に係る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、当中

間連結会計期間から同会計基準を

適用しております。

　これにより従来の方法によった

場合に比べて、営業利益および経

常利益が152百万円、税金等調整

前中間純利益が2,880百万円減少

しております。 

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

③　デリバティブ

同　　左

③　デリバティブ

　同　　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 (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

(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

 （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。

（追加情報）

　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３月31日以前に

取得した有形固定資産については、

償却可能限度額に達した連結会計

年度の翌連結会計年度以降、残存

簿価を５年間で均等償却しており

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当期純

利益に与える影響は軽微でありま

す。

（会計処理の変更）

減価償却方法の変更

　当連結会計年度より、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当期純利

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

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　長期前払費用

　同　　左

 (3) 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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同　　左

(3) 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。

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。

②　賞与引当金

同　　左

 

 

　

③　役員賞与引当金

同　　左

 

 

　

②　賞与引当金

　同　　左

 

 

　

③　役員賞与引当金

　同　　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 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、

各連結会計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

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、

各連結会計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。

 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、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

（追加情報）

　従来、役員退職慰労金の支給

に備えるため、中間連結会計期

間末の要支給額を計上しており

ましたが、一部の子会社を除き、

当中間連結会計期間において役

員退職慰労金制度を各社の定時

株主総会終結の時をもって廃止

し、それまでの期間に対応する

役員退職慰労金を退任時に支給

することが承認されました。廃

止時までの役員退職慰労金

1,111百万円については、固定

負債の「その他」に含めて表示

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。

 (4）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。

(4）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

　同　　左

(4) 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。　

 (5) 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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

　同　　左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同　　左

 (6) 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。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同　　左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同　　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 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

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

 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

　金利リスクの低減及び為替変

動リスク低減のため、対象範囲

内でヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを

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

④　ヘッジの有効性評価の方法

同　　左

 (7）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

(7）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

(7) 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

　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。ただし、一部の会社

は非課税売上の割合が５％超で

あるため、控除対象外金額が生

じますが、当該金額は販売費及

び一般管理費として処理してお

ります。

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。

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。

　同　　左 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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

表示方法の変更 　―――――― （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、営

業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「手数料収入」は、

当中間連結会計期間において、営業

外収益の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「そ

の他」に含まれている「手数料収

入」は28百万円であります。

（連結損益計算書）

　前連結会計期間において、営業外

費用の「その他」に含めて表示して

おりました「支払手数料」は、当連

結会計年度において、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その

他」に含まれている「支払手数料」

は32百万円であります。
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（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、前中間連結会計期間、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

　前中間連結会計期間、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

　前中間連結会計期間、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。

（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 859円60銭 884円81銭 865円08銭

１株当たり中間（当期）純

利益
32円87銭 27円32銭 52円27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、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

同　　左 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
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

中間（当期）純利益

（百万円）
5,066 4,210 8,056

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 4,210 8,056

期中平均株式数（千株） 154,136 154,113 154,134

（重要な後発事象）

特に記載すべき事項はありません。

　（開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、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ております。
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５．商品別売上状況

事業部門

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

　  至  平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

　  至  平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　  至  平成20年２月29日）

金額（百万円） 構成比（％） 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 61,700 28.1 96,183 24.5

　ホーム・インプルーブメント 33,420 16.5 35,225 16.0 64,851 16.5

　ホーム・レジャー 17,147 8.4 18,519 8.4 28,578 7.3

　ハウス・キーピング 53,825 26.5 58,784 26.7 106,825 27.2

　ホーム・ファニシング 19,210 9.4 19,543 8.9 37,478 9.6

　ホーム・エレクトロニクス 20,114 9.9 21,692 9.9 50,201 12.8

　その他 2,095 1.0 2,515 1.1 4,186 1.1

ホームセンター事業計 201,491 99.1 217,982 99.1 388,304 99.0

その他の事業 1,826 0.9 1,984 0.9 3,825 1.0

合計 203,318 100.0 219,966 100.0 392,129 100.0

　（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

  
前中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)
当中間会計期間末

(平成20年８月31日現在)
前事業年度の要約貸借対照表
(平成20年２月29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
（％）

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   2,617   171   

２．前払費用  14   16   12   

３．短期貸付金  1,599   5,498   5,299   

４．未収還付法人税等  －   231   2,135   

５．その他  270   8   3   

流動資産合計   2,543 1.9  8,371 5.1  7,622 5.1

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物  15   12   13   

２．工具・器具・備品  0   2   0   

有形固定資産合計  15   15   14   

(2）無形固定資産  90   86   86   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  129,170   133,611   133,611   

２．長期貸付金  4,000   20,502   7,501   

３．長期前払費用  2   0   1   

４．敷金  17   57   38   

投資その他の資産合計  133,190   154,171   141,151   

固定資産合計   133,296 98.1  154,273 94.9  141,253 94.9

資産合計   135,840 100.0  162,644 100.0  148,875 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)
当中間会計期間末

(平成20年８月31日現在)
前事業年度の要約貸借対照表
(平成20年２月29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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．一年以内に返済予定の
長期借入金

 999   5,498   1,999   

２．未払金  88   105   55   

３．未払費用  0   5   0   

４．預り金  11   7   8   

５．未払法人税等  19   21   34   

６．その他  3   9   0   

流動負債合計   1,122 0.8  5,647 3.5  2,098 1.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  4,000   20,502   7,501   

２．役員退職慰労引当金  10   －   16   

３．その他  －   12   －   

固定負債合計   4,011 3.0  20,514 12.6  7,517 5.1

負債合計   5,133 3.8  26,161 16.1  9,615 6.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   10,000 7.4  10,000 6.1  10,000 6.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  118,787   118,787   118,787   

資本剰余金合計   118,787 87.4  118,787 73.0  118,787 79.8

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  1,941   10,638   10,496   

利益剰余金合計   1,941 1.4  10,638 6.6  10,496 7.0

４．自己株式   △22 △0.0  △2,943 △1.8  △23 △0.0

株主資本合計   130,706 96.2  136,483 83.9  139,260 93.5

純資産合計   130,706 96.2  136,483 83.9  139,260 93.5

負債純資産合計   135,840 100.0  162,644 100.0  148,875 100.0

           

－ 25 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

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   1,352   11,192   

　２．経営指導料収入  676 2,179 100.0 716 2,068 100.0 1,353 12,546 100.0

営業総利益   2,179 100.0  2,068 100.0  12,546 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費   640 29.4  652 31.5  1,194 9.5

営業利益   1,538 70.6  1,416 68.5  11,352 90.5

Ⅲ　営業外収益   91 4.2  176 8.5  162 1.2

Ⅳ　営業外費用   41 1.9  202 9.8  79 0.6

経常利益   1,588 72.9  1,390 67.2  11,434 91.1

Ⅴ　特別利益   － －  6 0.3  － －

税引前中間(当期)純利
益

  1,588 72.9  1,396 67.5  11,434 91.1

法人税、住民税及び事
業税

 55 55 2.6 59 59 2.9 151 151 1.2

中間（当期）純利益   1,532 70.3  1,337 64.6  11,283 89.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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20年２月29日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 10,496 10,496 △23 139,260 139,260

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   － 1,337 1,337  1,337 1,337

自己株式の取得   －  － △2,919 △2,919 △2,919

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － 141 141 △2,919 △2,777 △2,777

平成20年８月31日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 10,638 10,638 △2,943 136,483 136,483

－ 27 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額

剰余金の配当   － △2,391 △2,391  △2,391 △2,391

当期純利益   － 11,283 11,283  11,283 11,283

自己株式の取得   －  － △6 △6 △6

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － 8,892 8,892 △6 8,886 8,886

平成20年２月29日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 10,496 10,496 △23 139,260 139,260

－ 28 －


