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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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3月期第3四半期 217,068 ― 12,938 ― 12,727 ― 7,012 ―

20年3月期第3四半期 210,425 4.5 13,657 △0.7 13,699 △4.6 7,731 △4.0

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3月期第3四半期 135.45 ―

20年3月期第3四半期 146.18 ―

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3月期第3四半期 229,293 101,532 44.3 1,969.15
20年3月期 229,782 97,541 42.5 1,879.79

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  101,532百万円 20年3月期  97,541百万円

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3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00
21年3月期 ― 17.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 17.00 34.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 277,000 1.1 12,300 △21.1 12,000 △23.1 6,000 △27.6 116.01

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) 簡便な会計処理及び四半期連結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。  

(3) 四半期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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想につきましては、平成20年10月28日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年１月29日付の「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第3四半期  54,409,168株 20年3月期  54,409,168株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,847,543株 20年3月期  2,519,530株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  51,774,271株 20年3月期第3四半期  52,887,100株



 当第３四半期（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におきましては、米国を中心とした世界規模の金融市場の

混乱や、景気の減速が一層深刻となってまいりました。わが国におきましても、世界規模での消費縮小や、急激な円

高の影響による、輸出産業を中心とした雇用環境の悪化や、消費マインドの冷え込み等の影響により、景気の後退が

より鮮明となり、小売業を取巻く経営環境は、厳しいものとなりました。 

 当社グループにおきましても、第２四半期までは概ね、堅調に推移してまいりましたが、当第３四半期に入り、消

費環境の悪化による業績への影響が顕著になってまいりました。なかでも、需要期をむかえた「灯油」に関しまして

は、暖冬や価格の急激な値下がりにより、売上高及び荒利益高は予想を下回り、当社グループの業績全体に影響を与

えました。また、石油暖房や防寒用品も、既存店売上高は前年実績を下回りました。更に、核カテゴリーである、

「金物・資材・建材」分野におきましても、建築市場は未だ回復の兆しが見えず、厳しいものとなりました。 

 このようななか、当社グループは、毎日の暮らしに必要な商品を、お買得価格でご提供すべく、11月より「暮らし

応援宣言」を実施いたしました。日用品を中心に、ペット用品や実用衣料品など、最大2,720品目をお買得価格に

て、ご提供してまいりました。これにより、既存店の来店客数は徐々に回復に向かってまいりました。また、「園

芸・農業用品」カテゴリーも、肥料・農薬を中心に、引き続き好調に推移いたしましたが、他のカテゴリーの落ち込

みをカバーするには至りませんでした。 

 一方、ホームセンター事業における商品荒利率に関しましては、値入率の改善や「自社開発商品」の売上構成比が

拡大したことにより、前年同期比で0.4％改善することが出来ました。 

 当第３四半期累計期間の出店につきましては、大型ホームセンターであるパワー（以下、「ＰＷ」）を３店舗出店

いたしました。なお、12月に愛媛県西条市に出店いたしましたＰＷ西条店は、従来型の「ＰＷ」のコンセプトを見直

し、プロ客のみならず、主婦をはじめ、一般のお客様の幅広いご要望にお応えすべく、商品構成や陳列方法を改善い

たしました。この結果、西条店の売上高は計画を上回り、好調に推移しております。また、ホームセンター（以下、

「ＨＣ」）を１店舗、ハードアンドグリーン（以下、「ＨＧ」）を九州地区の11店舗を含め18店舗、合計で22店舗を

出店いたしました。また、「ＨＣ」を２店舗、「ＨＧ」を２店舗閉店しておりますので、当第３四半期末の当社グル

ープ店舗数は、「ＰＷ」12店舗、「ＨＣ」127店舗、「ＨＧ」800店舗、総計で939店舗となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は、前年同期を3.2％増加の2,170億68百万円に、連結営業

利益は、5.3％減少の129億38百万円に、連結経常利益は、7.1％減少の127億27百万円に、連結四半期純利益は、

9.3％減少の70億12百万円となりました。 

 なお、前年同四半期増減率は、参考として記載しております。 

  

  

 当第３四半期末における総資産額は、前連結会計年度末より４億89百万円減少の2,292億93百万円となりました。

負債は1,277億60百万円となり、前連結会計年度末より44億80百万円減少いたしました。主な減少要因は、設備支払

手形の決済等により流動負債が22億23百万円減少し、長期借入金の返済等により固定負債が22億56百万円減少したこ

とによるものであります。また、純資産は、剰余金の増加等により前連結会計年度末より39億91百万円増加し、

1,015億32百万円となりました。 

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、149億59百万円となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が121

億87百万円、減価償却費が61億71百万円、売上債権の減少額が６億22百万円、たな卸資産の増加額が14億82百万円、

仕入債務の増加額が28億96百万円、法人税等の支払額が69億83百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、120億29百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、33億37百万円となりました。これは主に長期借入金の返済等によるものでありま

す。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

 平成21年３月期における通期の業績予想につきましては、当第３四半期までの状況、並びに第４四半期の経営環境

等を勘案いたしまして、平成20年10月28日発表の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成21年1月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

   

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結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、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期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 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,506 9,874

受取手形及び売掛金 3,088 3,701

商品 77,439 75,949

繰延税金資産 1,192 1,545

その他 4,615 6,040

貸倒引当金 △19 △22

流動資産合計 95,822 97,089

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 84,561 81,036

土地 24,198 23,748

その他（純額） 5,610 8,733

有形固定資産合計 114,370 113,517

無形固定資産 5,227 5,091

投資その他の資産   

投資有価証券 479 771

繰延税金資産 3,325 2,877

敷金及び保証金 8,402 8,949

その他 1,777 1,594

貸倒引当金 △112 △109

投資その他の資産合計 13,873 14,084

固定資産合計 133,471 132,693

資産合計 229,293 229,782

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 44,476 41,574

短期借入金 49,120 46,680

1年内返済予定の長期借入金 4,261 4,725

未払法人税等 1,712 3,803

賞与引当金 884 1,724

役員賞与引当金 46 61

店舗閉鎖損失引当金 105 130

ポイント引当金 468 431

その他 10,045 14,212

流動負債合計 111,121 113,345



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 9,326 12,069

退職給付引当金 3,410 3,122

役員退職慰労引当金 993 956

負ののれん － 237

その他 2,909 2,510

固定負債合計 16,639 18,896

負債合計 127,760 132,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,802 18,802

資本剰余金 25,260 25,260

利益剰余金 65,435 60,184

自己株式 △7,383 △6,587

株主資本合計 102,114 97,660

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43 56

繰延ヘッジ損益 △624 △174

評価・換算差額等合計 △581 △118

純資産合計 101,532 97,541

負債純資産合計 229,293 229,782



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 209,586

売上原価 146,853

売上総利益 62,733

営業収入 7,482

営業総利益 70,215

販売費及び一般管理費  

ポイント引当金繰入額 37

給料及び手当 17,938

賞与引当金繰入額 884

役員賞与引当金繰入額 46

役員退職慰労引当金繰入額 39

その他 38,330

販売費及び一般管理費合計 57,276

営業利益 12,938

営業外収益  

受取利息 35

負ののれん償却額 194

その他 200

営業外収益合計 430

営業外費用  

支払利息 501

その他 139

営業外費用合計 641

経常利益 12,727

特別利益 10

特別損失  

減損損失 367

災害による損失 9

固定資産処分損 70

店舗閉鎖損失引当金繰入額 85

その他 19

特別損失合計 551

税金等調整前四半期純利益 12,187

法人税、住民税及び事業税 4,959

法人税等調整額 215

法人税等合計 5,174

四半期純利益 7,012



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 12,187

減価償却費 6,171

減損損失 367

賞与引当金の増減額（△は減少） △840

売上債権の増減額（△は増加） 622

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,482

前払費用の増減額（△は増加） △214

未収入金の増減額（△は増加） 1,580

仕入債務の増減額（△は減少） 2,896

未払金の増減額（△は減少） 305

その他 809

小計 22,403

利息及び配当金の受取額 44

利息の支払額 △498

災害損失の支払額 △7

法人税等の支払額 △6,983

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,959

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 △11,914

有形固定資産の売却による収入 14

無形固定資産の取得による支出 △283

その他 153

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,029

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（△は減少） 2,400

長期借入金の返済による支出 △3,209

自己株式の取得による支出 △797

配当金の支払額 △1,732

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △407

現金及び現金同等物の期首残高 9,665

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 23

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,281



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当連結グループにおきましては、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、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  203,203

Ⅱ 売上原価  143,040

売上総利益  60,162

Ⅲ 営業収入  7,222

営業総利益   67,385

Ⅳ 販売費及び一般管理費  53,728

営業利益  13,657

Ⅴ 営業外収益  584

Ⅵ 営業外費用  542

経常利益  13,699

Ⅶ 特別利益   24

Ⅷ 特別損失   483

税金等調整前四半期純利益  13,240

法人税、住民税及び事業税  5,249

法人税等調整額  259

四半期純利益  7,731



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前当期純利益  13,240

減価償却費  5,650

売上債権の増減額（増加：△） △659

たな卸資産の増減額（増加：△）  4,765

仕入債務の増加額（減少：△）  1,548

その他  1,158

小計  25,704

法人税等の支払額 △5,540

その他 △435

営業活動によるキャッシュ・フロー  19,727

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 △12,195

差入保証金・敷金の純増減額（増加：△）  299

その他 △242

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,138

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（減少：△） △3,150

長期借入金返済による支出 △5,447

配当金の支払額 △1,812

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,412

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,822

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  9,697

Ⅵ 連結子会社による合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額  43

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  6,917



前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

 当連結グループにおきましては、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、記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

 在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

商品別売上状況 

（単位：百万円、％）  

（注）１．商品別の各構成内容は次のとおりであります。 

２．第２四半期連結累計期間からホームセンター事業の商品区分を一部変更したため、前第３四半期連結累計

期間及び前期も変更後の区分に組替えて表示しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 

事業部門別 

前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 
前 年 

同期比 

（参考）前期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）
(平成19年3月期) 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

金物・資材・建材  58,056  27.6  59,444  27.4  102.4  74,485  27.2

園芸・農業用品  43,591  20.7  47,618  21.9  109.2  52,055  19.0

家庭用品  51,782  24.6  52,485  24.2  101.4  66,036  24.1

オフィス・レジャー用品  32,205  15.3  33,114  15.3  102.8  41,660  15.2

その他  11,129  5.3  10,022  4.6  90.1  21,118  7.7

ホームセンター事業計  196,764  93.5  202,685  93.4  103.0  255,357  93.2

その他の事業  6,438  3.1  6,901  3.2  107.2  8,945  3.3

売上高合計  203,203  96.6  209,586  96.6  103.1  264,303  96.5

営業収入  7,222  3.4  7,482  3.4  103.6  9,586  3.5

合   計  210,425  100.0  217,068  100.0  103.2  273,889  100.0

金物・資材・建材 （建築金物、資材・建具、工具、ペイント・内装、作業衣料等） 

園芸・農業用品 （園芸・農具、植物等） 

家庭用品 （日用品・家庭用品、電気製品、インテリア、服飾雑貨等） 

オフィス・ 

レジャー用品 

（オフィス用品、家具収納、スポーツ・レジャー、文具・玩具、ペット、

カー用品等） 

その他 （燃料等） 
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