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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 4,991 ― △74 ― 53 ― 7 ―
20年6月期第1四半期 4,485 1.2 △5 ― 120 △21.1 70 △21.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 1.42 ―
20年6月期第1四半期 13.64 ―

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

21年6月期第1四半期 13,297 6,020 45.3 1,172.67
20年6月期 13,320 6,152 46.2 1,198.50

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  6,020百万円 20年6月期  6,152百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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

第2四半期累計期間 10,740 ― 77 ― 329 ― 187 ― 36.55
通期 21,430 8.3 124 60.0 617 6.8 352 2.1 68.61

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  5,136,600株 20年6月期  5,136,600株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  2,937株 20年6月期  2,937株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  5,133,663株 20年6月期第1四半期  5,133,700株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想値は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる
結果となる可能性があります。 
２．.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。  
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当第１四半期は、景気減速が鮮明となり個人消費者の生活防衛意識が一段と強まり不要不急の買物を手

控えるなど、消費を取り巻く環境は厳しさが増してきました。このような中、当社は改装課要員を従来の

本部駐在から各店舗駐在に配置し直し、お客様が要望された商品や新規導入商品の店舗陳列のスピードを

上げ、お客様満足度の向上に努めてまいりました。 

 既存店の営業成績は、住宅の着工件数は前年の反動から伸びてはいるものの本格的な回復には至らず、

さらに消費マインドの落ち込みも加わり、その結果来店客数が前年同期に比べ2.6％の減少となり、客単

価は前年同期比0.3％の微増に留まり、既存店の売上高は前年同期比2.3％減の43億8千1百万円となりまし

た。 

 また、新店の菊陽店(平成19年11月オープン）は18万SKUの豊富な品揃えがお客様に好評を得て堅調に推

移しております。結果全店の営業成績は来店客数が前年同期比9.1％増となり、客単価も前年同期比2.0％

増加し、売上高が前年同期比11.3％増の49億9千1百万円となりました。 

 利益は、既存店が減収となったことに加え、当第１四半期会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計

基準」が適用され棚卸資産評価損3千4百万円を売上原価に計上したことにより、経常利益は前年同期比

56.0％減少の5千3百万円となり、四半期純利益においては、さらに当社店舗の賃貸人が民事再生法の適用

申請を行ったことにより敷金の一部が回収出来ない恐れがあることから3千2百万円を貸倒引当金繰入額と

して特別損失に計上した結果、前年同期比89.6％減少の7百万円となりました。 

(注)１ 既存店は営業開始13ヶ月経過後としております。 

  ２ 前年同期の増減率は参考として記載しております。  

  
  

当第１四半期における財政状況は、資産合計が前事業年度末に比べ2千3百万円減少の132億9千7百万円

となりました。これは主に当第１四半期は新規出店がなく、減価償却により有形固定資産の額が3千2百万

円減少となったことによるものであります。負債合計が前事業年末に比べ1億9百万円の増加となり、これ

は主に短期借入金の借入額の増加によるものであります。また、純資産合計は前事業年度末に比べ1億3千

2百万円の減少となり、これは主に配当金の支払であります。 

  

（キャッシュフローの状況） 

当第１四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ2億1千5百万

円減少し、3億4千6百万円となりました。各キャッシュフローの状況は次のとおりであります。 

（営業キャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は1億5千万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が2千万円、

減価償却費が1億6百万円、仕入債務の増額が1億7千4百万円に対し、たな卸資産の増額が2億3千8百万円、

法人税等の支払額が1億9千4百万円となったことによるものであります。 

（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、7千万円となりました。これは主に当第１四半期は新規出店が無く、

有形固定資産の取得による支出が5千8百万円に留まったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は5百万円となりました。これは主に短期借入金による調達額が25億5千万

に対し、長期・短期借入金の返済額が24億2千9百万円、配当金の支払額が1億1千4百万円となったことに

よるものであります。 

業績予想につきましては、景気減速により消費を取り巻く環境は厳しさを更に増してくるものと思われ

ますが、前事業年度及び当第１半期において実施した改装効果が来店客数や客単価の増加につながるもの

と見込まれることから業績予想の変更は行っておりません。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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  棚卸資産の評価方法  

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。   

  

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四

半期純利益はそれぞれ3千4百万円減少しております。 

  

4. その他
（1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

㈱ハンズマン　（7636）　平成21年6月期　第１四半期決算短信（非連結）

－3－



5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 352,575 568,270 

売掛金 156,841 161,513 

商品 5,256,022 5,017,339 

その他 237,400 238,019 

流動資産合計 6,002,839 5,985,143 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 4,048,138 4,112,868 

土地 1,559,759 1,559,759 

その他（純額） 777,717 745,929 

有形固定資産合計 6,385,615 6,418,557 

無形固定資産 185,650 181,171 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 530,633 529,383 

その他 236,946 217,993 

貸倒引当金 △44,351 △11,501 

投資その他の資産合計 723,227 735,875 

固定資産合計 7,294,493 7,335,604 

資産合計 13,297,333 13,320,748 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,277,387 1,102,976 

短期借入金 2,848,600 2,585,000 

未払法人税等 16,410 203,062 

賞与引当金 112,773 － 

その他 326,240 430,101 

流動負債合計 4,581,411 4,321,140 

固定負債 

長期借入金 2,694,850 2,838,000 

その他 1,000 8,914 

固定負債合計 2,695,850 2,846,914 

負債合計 7,277,261 7,168,054 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,057,500 1,057,500 

資本剰余金 1,086,500 1,086,500 

利益剰余金 3,873,859 3,994,929 

自己株式 △4,629 △4,629 

株主資本合計 6,013,230 6,134,299 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,841 18,393 

評価・換算差額等合計 6,841 18,393 

純資産合計 6,020,071 6,152,693 

負債純資産合計 13,297,333 13,320,748 
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,991,578 

売上原価 3,645,521 

売上総利益 1,346,056 

販売費及び一般管理費 1,420,264 

営業利益 △74,208 

営業外収益 

受取利息 704 

受取配当金 291 

早期決済奨励金 100,012 

受取手数料 39,370 

その他 10,179 

営業外収益合計 150,557 

営業外費用 

支払利息 22,887 

その他 406 

営業外費用合計 23,294 

経常利益 53,055 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 32,850 

特別損失合計 32,850 

税引前四半期純利益 20,205 

法人税、住民税及び事業税 12,996 

法人税等調整額 △62 

法人税等合計 12,934 

四半期純利益 7,271 
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 20,205 

減価償却費 106,156 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,850 

受取利息及び受取配当金 △995 

支払利息 22,887 

早期決済奨励金 △100,012 

売上債権の増減額（△は増加） 4,672 

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,683 

仕入債務の増減額（△は減少） 174,411 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,568 

その他 △26,849 

小計 △29,925 

利息及び配当金の受取額 995 

利息の支払額 △22,810 

早期決済奨励金の受取額 95,134 

法人税等の支払額 △194,136 

営業活動によるキャッシュ・フロー △150,741 

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 △58,398 

敷金及び保証金の差入による支出 △165 

その他 △12,022 

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,586 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,550,000 

短期借入金の返済による支出 △2,350,000 

長期借入金の返済による支出 △79,550 

配当金の支払額 △114,817 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,632 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,695 

現金及び現金同等物の期首残高 562,170 

現金及び現金同等物の四半期末残高 346,475 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

６．部門部売上高 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期 

平成20年度

金額 (千円） 構成比

ＤＩＹ用品 2,582,425 51.7%

家庭用品 1,580,549 31.7%

カー・レジャー用品 828,602 16.6%

合計 4,991,578 100.0%

(注）主要品目

ＤＩＹ用品
ホビー・木製品、建材、手工具、電動工具、金物、塗料、接着剤 

園芸資材、薬剤肥料・用土、植物、エクステリア用品、石材

家庭用品
家庭用品、日用品、インテリア用品、電気資材用品、収納用品、 

住宅設備用品

カー・レジャー用品 カー用品、アウトドア用品、ペット、生体、文具
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前四半期に係る財務諸表等 

 （1）（要約）四半期損益計算書類 

 
  

「参考」

科  目

前四半期
(平成20年6月期第1四半期)

金額 (百万円）

Ⅰ 売上高 4,485

Ⅱ 売上原価 3,252

   売上総利益 1,232

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,238

   営業損失 △5

Ⅳ 営業外収益 139

Ⅴ 営業外費用 13

   経常利益 120

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 －

   税金等調整前 
   四半期純利益

120

   税金費用 50

   四半期純利益 70
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 （2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
  

６．その他 

  部門別売上高 

前四半期
(平成20年6月期第1四半期)

区分 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 120

   減価償却費 76

   受取利息及び受取配当金 △0

   支払利息 12

      早期決済奨励金 △84

   売上債権の増減額（△は増加） 1

   たな卸資産の増減額(△は増加) △39

   仕入債務の増減額(△は減少) △19

   その他 △5

    小計 60

   利息及び配当金の受取額 0

   利息の支払額 △14

   早期決済奨励金の受取額 85

   法人税等の支払額 △229

  営業活動によるキャッシュ・フロー △95

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 △518

   敷金保証金の返還による収入 0

   その他 4

  投資活動によるキャッシュ・フロー △523

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 2,650

   短期借入金の返済による支出 △1,800

   長期借入金の返済による支出 △83

   配当金の支払額 △110

  財務活動によるキャッシュ・フロー 656

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 36

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 502

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 539

前第１四半期 

平成20年度6月期第１四半期

金額 (百万円） 構成比

 ＤＩＹ用品 2,328 51.9%

 家庭用品 1,402 31.3%

 カー・レジャー用品 754 16.8%

 合計 4,485 100.0%

(注）主要品目

 ＤＩＹ用品
ホビー・木製品、建材、手工具、電動工具、金物、塗料、接着剤、園芸資材、

薬剤肥料・用土、植物、エクステリア用品、石材

 家庭用品 家庭用品、日用品、インテリア用品、電気資材用品、収納用品、住宅設備用品

 カー・レジャー用品 カー用品、アウトドア用品、ペット、生体、文具

㈱ハンズマン　（7636）　平成21年6月期　第１四半期決算短信（非連結）
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