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（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年２月期第３四半期の連結業績（平成 20 年２月 21 日 ～ 平成 20 年 11 月 20 日） 

(1) 連結経営成績 （％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(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21 年２月期第３四半期 21,751 △3.0 139 △40.8 89 △57.5 △52 ― 

20 年２月期第３四半期 22,425 △2.1 236 △17.4 210 △18.5 △27 ― 

20 年２月期 29,798 ― 321 ― 286 ― 51 ― 
 

 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 

21 年２月期第３四半期 △9 88 ― ― 

20 年２月期第３四半期 △5 15 ― ― 

20 年２月期 9 71 ― ― 

 
(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 

21 年２月期第３四半期 19,421 4,356 22.4 825 16 

20 年２月期第３四半期 19,704 4,450 22.6 843 01 

20 年２月期 18,638 4,497 24.1 851 84 

 
(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 

21 年２月期第３四半期 192 △114 47 424 

20 年２月期第３四半期 46 △371 90 475 

20 年２月期 △76 △307 △26 298 

 
２．配当の状況 
 当社は、第３四半期を基準とする配当は実施しておりません。 
 なお、21年２月期の期末配当予想については、平成20年10月７日発表の配当予想より変更はありません。 
 【参考】 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

 
20年２月期 

円     銭

―  ― 
円     銭

10  00 
円     銭

10  00 
21年２月期（予想）   ―  ― 10  00 10  00 
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３．平成 21 年２月期の連結業績予想（平成 20 年２月 21 日 ～ 平成 21 年２月 20 日） 
なお、連結業績予想については、平成 20 年 10 月７日発表の業績予想から変更はありません。 
【参考：10 月７日発表連結業績予想】               （％表示は対前期増減率） 

 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 

 
通期 

百万円 

29,300 
％ 

△1.7 
百万円 

270 
％ 

△16.0 
百万円 

260 
％ 

△9.3 
百万円 

30 
％ 

△41.5 
円      銭 

5   68 
 
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

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

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が

入手している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ます。実際の業績等は様々な要因
により大きく異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、９月 15 日米国リーマンブラザーズの破綻を契機に、世界金融市
場の混乱を招き、日本株式市場の大幅下落、急激な円高ドル安、原油の乱高下などにより、景況感が急
激に悪化しました。 
当社グループの拠点のある地場経済は、日本経済の悪化を受け企業倒産の増加、製造業の生産調整に
伴う人員の削減等雇用情勢は急激に悪化し、生活不安から節約志向が高まり、個人消費の低迷を招いて
おります。また、小売業界にあっては依然として競争激化が続いており、当社グループを取巻く営業環
境は厳しさを増しております。 
このような状況下で当社グループは、秋・冬物商品の品揃えの充実、生活応援価格商品、省エネ商品、
高付加価値商品の設定により、顧客ニーズの発掘に努めて参りましたが、節約志向の高まりにより、ブ
ランド品、家電製品等高額商品の売上減少に加え、初雪の遅れによるスタッドレスタイヤ、暖房器具、
除雪用品の冬季主力商品の出足が鈍く、この期間の売上高は前年同期比 3.0％減少いたしました。 
一方、経費の徹底した圧縮に注力した結果、計画を上回る販管費の削減となりましたが、売上、粗利
率ともに計画を下回り、売上総利益は減少したため、収益面では計画を下回る結果となりました。 
この結果、当第３四半期の売上高は 21,751 百万円（前年同期比 3.0％減）、営業利益は 139 百万円（前

年同期比 40.8％減）、経常利益は 89 百万円（前年同期比 57.5％減）となりました。第３四半期純利益は、
株式市場低迷による保有株式の評価損 95 百万円の特別損失を計上した結果 52 百万円の純損失（前年同
期は純損失 27 百万円）となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期における総資産は 19,421 百万円となり、前連結会計年度末比 783 百万円の増加となりま

した。これは主に、有形固定資産 185 百万円の減少がありましたが、たな卸資産 608 百万円、受取手形
及び売掛金 200 百万円、現金及び預金 126 百万円の増加によるものであります。 
負債は 15,065 百万円となり、前連結会計年度末比 924 百万円の増加となりました。これは主に、社債
690 百万円、流動負債その他 117 百万円の減少がありましたが、支払手形及び買掛金 923 百万円、長・
短借入金の純増 805 百万円の増加によるものであります。 
純資産は 4,356 百万円となり、前連結会計年度末比 140 百万円の減少となりました。これは主に、利
益剰余金 104 百万円、投資有価証券の時価の下落によりその他有価証券評価差額金 35 百万円の減少によ
るものであります。この結果、自己資本比率は 22.4％となりました。 
 
② キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期におけるキャッシュ･フローの状況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) 
営業活動の結果獲得した資金は、192 百万円となりました。 
主なプラス要因は、仕入債務の増加 927 百万円、減価償却費 170 百万円等であり、主なマイナス要因
は、たな卸資産の増加 608 百万円、売上債権の増加 205 百万円、法人税等の支払額 129 百万円等であり
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、114 百万円となりました。 
主に投資有価証券の取得 160 百万円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) 
財務活動の結果獲得した資金は、47 百万円であります。 
主なプラス要因は長・短借入金の純増 805 百万円によるものであり、マイナス要因は社債の償還と発
行による収入との差額 698 百万円、配当金の支払額 52 百万円によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
通期の業績予想につきましては、平成20年10月７日に公表いたしました数値から変更はありません。 

 
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） 
該当事項はありません。 

 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
引当金の計上基準及びその他影響が僅少なものにつきましては、簡便な方法を採用しております。 

 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(１）（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 
（平成20年２月期 
第３四半期末） 

当四半期末 
（平成 21年２月期 
第３四半期末） 

増  減 
(参考)前期末 

(平成 20年２月期末) 科  目 

金  額 金 額 金 額 増減率 金  額 

（資産の部）（資産の部）（資産の部）（資産の部）         
ⅠⅠⅠⅠ    流動資産流動資産流動資産流動資産         
  現金及び預金 
  受取手形及び売掛金 
  たな卸資産 
  その他 
 流動資産合計 

499,150 
539,187 

5,553,147 
220,553 
6,812,039 

448,435 
518,038 

5,616,616 
257,505 

6,840,595 

△50,715 
△21,149 
63,469 
36,952 
28,556 

△10.2 
△3.9 
1.1 
16.8 
0.4 

322,392 
317,506 

5,008,440 
204,124 

5,852,464 
ⅡⅡⅡⅡ    固定資産固定資産固定資産固定資産         

有形固定資産 
無形固定資産 
投資その他の資産 

 固定資産合計 

8,317,624 
21,793 

4,553,107 
12,892,525 

8,082,986 
21,669 

4,476,608 
12,581,263 

△234,638 
△124 

△76,499 
△311,262 

△2.8 
△0.6 
△1.7 
△2.4 

8,268,149 
21,714 

4,495,966 
12,785,830 

 資産合計 19,704,564 19,421,859 △282,705 △1.4 18,638,295 
（負債の部）（負債の部）（負債の部）（負債の部）         
ⅠⅠⅠⅠ    流動負債流動負債流動負債流動負債         
支払手形及び買掛金 
短期借入金 
一年以内返済予定長期借入金 
一年以内償還予定社債 
その他 

 流動負債合計 

4,053,880 
1,550,000 
1,496,820 
1,360,000 
761,330 
9,222,031 

3,959,450 
1,445,000 
1,145,420 
1,410,000 
659,105 

8,618,976 

△94,430 
△105,000 
△351,400 
50,000 

△102,225 
△603,055 

△2.3 
△6.8 
△23.5 
3.7 

△13.4 
△6.5 

3,035,852 
1,850,000 
1,440,450 
1,660,000 
776,948 

8,763,251 
ⅡⅡⅡⅡ    固定負債固定負債固定負債固定負債    
  社債 
  長期借入金 
  その他 
 固定負債合計 

 
2,660,000 
3,136,375 
235,337 
6,031,712 

 
1,750,000 
4,454,015 
242,328 

6,446,343 

 
△910,000 
1,317,640 

6,991 
414,631 

 
△34.2 
42.0 
3.0 
6.9 

 
2,190,000 
2,948,730 
238,857 

5,377,587 
 負債合計 15,253,743 15,065,320 △188,423 △1.2 14,140,839 
（純資産の部）（純資産の部）（純資産の部）（純資産の部）      
ⅠⅠⅠⅠ    株主資本株主資本株主資本株主資本      
  資本金 
  資本剰余金 
  利益剰余金 
  自己株式 
 株主資本合計 
ⅡⅡⅡⅡ    評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等評価・換算差額等 

704,025 
747,805 

3,023,965 
△128 

4,475,666 
△24,844 

704,025 
747,805 

2,997,433 
△163 

4,449,099 
△92,560 

― 
― 

△26,532 
△35 

△26,567 
△67,716 

― 
― 

△0.9 
― 

△0.6 
― 

704,025 
747,805 

3,102,399 
△128 

4,554,100 
△56,644 

 純資産合計 4,450,821 4,356,538 △94,283 △2.1 4,497,456 
 負債純資産合計 19,704,564 19,421,859 △282,705 △1.4 18,638,295 
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(２)（要約）四半期連結損益計算書 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
（平成20年２月期 

第３四半期） 

当四半期 
（平成 21 年２月期 

第３四半期） 
増  減 

(参考)前期 

(平成 20 年２月期) 科  目 

金  額 金 額 金 額 増減率 金  額 

ⅠⅠⅠⅠ    売上高売上高売上高売上高    22,425,453 21,751,179 △674,274 △3.0 29,798,108 

ⅡⅡⅡⅡ    売上原価売上原価売上原価売上原価    17,314,245 16,917,511 △396,734 △2.3 22,993,775 

売上総利益 5,111,208 4,833,667 △277,541 △5.4 6,804,333 

ⅢⅢⅢⅢ    販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費    4,875,106 4,693,787 △181,319 △3.7 6,482,907 

営業利益 236,101 139,880 △96,221 △40.8 321,426 

ⅣⅣⅣⅣ    営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益    132,397 101,147 △31,250 △23.6 172,296 

ⅤⅤⅤⅤ    営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用    158,478 151,852 △6,626 △4.2 207,072 

経常利益 210,020 89,174 △120,846 △57.5 286,650 

ⅥⅥⅥⅥ    特別利益特別利益特別利益特別利益    4,870 12,627 7,757 159.3 56,822 

ⅦⅦⅦⅦ    特別損失特別損失特別損失特別損失    140,699 103,658 △37,041 △26.3 151,107 

税金等調整前四半期(当期)純利益 74,192 ― △74,192 ― 192,365 

税金等調整前四半期純損失 ― 1,856 1,856 ― ― 

税金費用 101,381 50,312 △51,069 △50.4 141,118 

当期純利益 ― ― ― ― 51,246 

四半期純損失 27,188 52,169 24,981 91.9 ― 
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(３)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年２月 21 日  至 平成 19 年 11 月 20 日） 

（単位：千円） 

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 20 日残高 704,025 747,805 3,114,509 △128 4,566,211 

第３四半期連結会計期間中の
変動額      

剰余金の配当   △63,356  △63,356 

第３四半期純損失   △27,188  △27,188 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）      

第３四半期連結会計期間中の
変動額の合計 ― ― △90,544 ― △90,544 

平成 19 年 11 月 20 日残高 704,025 747,805 3,023,965 △128 4,475,666 

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成 19 年２月 20 日残高 20,610 20,610 4,586,821 

第３四半期連結会計期間中の
変動額    

剰余金の配当   △63,356 

第３四半期純損失   △27,188 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） △45,455 △45,455 △45,455 

第３四半期連結会計期間中の
変動額の合計 △45,455 △45,455 △136,000 

平成 19 年 11 月 20 日残高 △24,844 △24,844 4,450,821 
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当第３四半期連結会計期間（自 平成 20 年２月 21 日  至 平成 20 年 11 月 20 日） 

（単位：千円） 

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 20 日残高 704,025 747,805 3,102,399 △128 4,554,100 

第３四半期連結会計期間中の
変動額      

剰余金の配当   △52,797  △52,797 

第３四半期純損失   △52,169  △52,169 

自己株式の取得    △34 △34 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）      

第３四半期連結会計期間中の
変動額の合計 ― ― △104,966 △34 △105,001 

平成 20 年 11 月 20 日残高 704,025 747,805 2,997,433 △163 4,449,099 

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成 20 年２月 20 日残高 △56,644 △56,644 4,497,456 

第３四半期連結会計期間中の
変動額    

剰余金の配当   △52,797 

第３四半期純損失   △52,169 

自己株式の取得   △34 

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額） △35,916 △35,916 △35,916 

第３四半期連結会計期間中の
変動額の合計 △35,916 △35,916 △140,917 

平成 20 年 11 月 20 日残高 △92,560 △92,560 4,356,538 
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前連結会計年度（自 平成 19 年２月 21 日  至 平成 20 年２月 20 日） 

（単位：千円） 

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 20 日残高 704,025 747,805 3,114,509 △128 4,566,211 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △63,356  △63,356 

当期純利益   51,246  51,246 

株主資本以外の項目連結会計年
度中の変動額（純額）      

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △12,110 ― △12,110 

平成 20 年２月 20 日残高 704,025 747,805 3,102,399 △128 4,554,100 

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成 19 年２月 20 日残高 20,610 20,610 4,586,821 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当   △63,356 

当期純利益   51,246 

株主資本以外の項目連結会計年
度中の変動額（純額） △77,254 △77,254 △77,254 

連結会計年度中の変動額合計 △77,254 △77,254 △89,365 

平成 20 年２月 20 日残高 △56,644 △56,644 4,497,456 
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(４)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 20 年２月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成 21 年２月期 
第３四半期） 

(参考)前期 

(平成 20 年２月期) 区  分 

金  額 金 額 金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    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       
税金等調整前四半期（当期）純利益 74,192 △1,856 192,365 
又は税金等調整前四半期純損失（△）    
減価償却費 178,173 170,239 239,874 
売上債権の増加額 △221,869 △205,442 △873 
たな卸資産の増減額（増加：△） △179,490 △608,175 365,215 
仕入債務の増減額（減少：△） 304,932 927,049 △716,546 
その他 151,659 147,408 124,566 

小  計 307,597 429,223 204,601 
法人税等の支払額 △162,247 △129,522 △149,524 
その他 △99,049 △107,027 △131,573 
営業活動によるキャッシュ・フロー 46,300 192,673 △76,496 

ⅡⅡⅡⅡ    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       
有形固定資産の取得による支出 △515,688 △26,647 △526,366 
有形固定資産の売却による収入 30 45,602 201 
投資有価証券の取得による支出 △13,181 △160,098 △123,389 
投資有価証券の売却による収入 11,643 150 125,143 
保証金・敷金の差入による支出 △243,230 △79,701 △265,721 
保証金・敷金の返金による収入 385,822 196,897 430,403 
その他 3,074 △90,459 51,792 
投資活動によるキャッシュ・フロー △371,529 △114,256 △307,936 

ⅢⅢⅢⅢ    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       
短期借入れによる収入 2,085,000 1,980,000 2,765,000 
短期借入金の返済による支出 △2,185,000 △2,385,000 △2,565,000 
長期借入れによる収入 2,230,000 2,550,000 2,270,000 
長期借入金の返済による支出 △1,930,595 △1,339,745 △2,214,610 
社債の発行による収入 785,935 491,960 785,935 
社債の償還による支出 △810,000 △1,190,000 △980,000 
配当金の支払額 △62,838 △52,601 △62,989 
その他 △22,200 △7,180 △25,176 

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,301 47,433 △26,840 
ⅣⅣⅣⅣ    現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額    186 △3 △73 
ⅤⅤⅤⅤ    現金及び現金同等物の現金及び現金同等物の現金及び現金同等物の現金及び現金同等物の増減増減増減増減額額額額((((減少：△減少：△減少：△減少：△))))    △234,740 125,847 △411,347 
ⅥⅥⅥⅥ    現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高    709,899 298,551 709,899 
ⅦⅦⅦⅦ    現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高    475,158 424,398 298,551 
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６．販売の状況 
当四半期における部門別・商品別販売実績は次のとおりであります。 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
（平成 20 年２月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成 21 年２月期 
第３四半期） 

（参考）前期 

（平成 20 年２月期） 区  分 

金額 構成比 金額 構成比 

前 年 
同期比 

金額 構成比 

リ ビ ン グ 5,788,496 25.8 5,423,096 24.9 93.7 7,748,221 26.0 
ペット＆グリーン 3,473,294 15.5 3,543,175 16.3 102.0 4,483,823 15.1 
カー・レジャー 3,446,605 15.4 3,280,055 15.1 95.2 4,451,573 14.9 
食 品 3,465,965 15.4 3,730,597 17.2 107.6 4,587,360 15.4 
Ｄ Ｉ Ｙ 2,024,189 9.0 1,947,201 9.0 96.2 2,541,118 8.5 
家 電 1,855,569 8.3 1,703,313 7.8 91.8 2,654,150 8.9 
ブ ラ ン ド 1,478,017 6.6 1,247,589 5.7 84.4 2,110,359 7.1 
そ の 他 566,054 2.5 548,036 2.5 96.8 779,576 2.6 

小
売 

小売計 22,098,191 98.5 21,423,067 98.5 96.9 29,356,183 98.5 
卸売 327,261 1.5 328,111 1.5 100.3 441,924 1.5 

合計 22,425,453 100.0 21,751,179 100.0 97.0 29,798,108 100.0 
 
（注）１．数量については取扱商品が多岐にわたり数量表示が困難なため記載を省略いたしました。 

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。  

３．小売部門の商品別の各構成内容は、次のとおりであります。 

(1) リビング 

（日用雑貨、季節・催事用品、家庭用品、衣料・服飾、文具、インテリア、シューズ、玩具、

ＣＤ、100 円ショップ、たばこ） 

(2) ペット＆グリーン 

（園芸用品、ペット用品） 

(3) カー・レジャー用品 

（カー用品、釣り用品、スポーツ・レジャー、自転車） 

(4) 食品 

（食品、業務スーパー、酒） 

(5) ＤＩＹ 

（大工用品、エクステリア用品、リフォーム） 

(6) 家電 

(7) ブランド 

(8) その他 

 


