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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 113,996 ― 4,832 ― 4,912 ― 2,938 ―

21年2月期第1四半期 112,582 9.2 5,322 13.6 5,430 10.6 1,470 △46.3

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

22年2月期第1四半期 19.07 ―

21年2月期第1四半期 9.54 ―

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

22年2月期第1四半期 311,203 137,281 43.8 884.79
21年2月期 299,904 134,705 44.6 868.26

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  136,339百万円 21年2月期  133,792百万円

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

21年2月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

227,800 ― 8,900 ― 8,600 ― 4,550 ― 29.53

通期 441,500 3.5 13,000 △4.9 12,400 △9.8 5,600 13.9 36.34



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）  有  

（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。 

(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  無  

(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、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。 

(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 

・業績予想等の将来に関する記載は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づいており、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。 
・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 1社 （社名 株式会社オージョイフル ）

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） 22年2月期第1四半期 159,439,199株 21年2月期  159,439,199株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  5,346,491株 21年2月期  5,345,728株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 154,092,982株 21年2月期第1四半期 154,124,909株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の悪化により雇用調整圧力が強まり雇用環境は厳し

さを増し、個人消費も低迷するなど景気は後退局面にあります。 

このような状況のもと、当社グループでは価格強化を図り客数増加に努めてまいりました。３月には全店総力祭

を実施し、日用消耗品及びペットフードを中心に客数、点数の増加を図りました。その他当第１四半期におきまして

は用土・肥料・野菜苗等の植物園芸部門が好調に推移しております。 

新規出店につきましては７店舗（カーマ３店舗、ダイキ１店舗、ホーマック３店舗）の出店、退店は３店舗（カ

ーマ１店舗、ダイキ１店舗、ホーマック１店舗）を実施しました。これらの結果、当第１四半期末日現在の店舗数は

493店舗となりました。なお、改装につきましては13店舗を実施いたしました。 

また、連結子会社のダイキ㈱と㈱オージョイフルは経営の効率化を図ることを目的とし、平成21年３月１日付け

合併いたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における営業収益は1,139億９千６百万円（前年同期比1.3％増）、営

業利益は48億３千２百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は49億１千２百万円（前年同期比9.5％減）、第１四半

期純利益は29億３千８百万円（前年同期比99.8％増）となりました。 

なお、前年同期比は参考値として記載しております。  

  

（主要商品部門別の状況） 

① 園芸・エクステリア部門 

 園芸用品は、春の立上がりが好調にスタートし、野菜苗を中心とした植物・用土・肥料・薬品・散水用品・農業資

材関連商品が大きく伸長しました。その結果、売上高は230億１千万円となりました。 

② ホームインプルーブメント部門 

 作業用品は春のワークウエア・帽子・長靴が好調に推移し、金物・工具においては補強連結金物・安全金物・水道

用品が伸長しました。塗料・補修用品では春の天候にも恵まれ塗装用品が大きく伸長しました。その結果、売上高は

181億９千９百万円となりました。 

③ ホームレジャー・ペット部門 

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

省エネ志向から特に、電動自転車が昨年を大きく上回り、レジャー用品では行楽用品が好調に推移しました。その結

果、売上高は186億３千８百万円となりました。 

④ ハウスキーピング部門 

 日用消耗品では、ＮＢメーカーとの取組強化により、紙類・洗濯洗剤・化粧品等が、「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。ダイニング・家庭用品では、フライパン・調理用品・清掃用品・トイレ

用品が順調に伸長しました。その結果、売上高は297億９千７百万円となりました。 

⑤ ホームファニシング部門 

 春先の新生活用品関連のカーテン、カーペット、寝装用品は低迷しましたが、すだれ・ラタン製品は天候与件にも

恵まれ好調に推移しました。その結果、売上高は94億９千５百万円となりました。 

⑥ ホームエレクトロニクス部門 

 新生活用品関連のガス器具、調理家電、照明器具は低迷しましたが、地上デジタル放送への対応として地デジチュ

ーナ・アンテナパーツ類は好調に推移しました。その結果、売上高は95億５千７百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における資産残高は、季節的要因による売上高の増加などから現金及び預金や売掛金

が増加したこと、新規出店７店舗による建物及び構築物などの取得や情報システム統合計画の推進によりソフトウェ

アが増加したこと、また、投資有価証券の時価評価の増加などから、資産合計は前期に比較して112億９千９百万円

増加し、3,112億３百万円となりました。 

 負債残高は、同じく季節的要因による仕入高の増加や新規出店により買掛金や未払金などが増加したことから、負

債合計は前期に比較して87億２千３百万円増加し、1,739億２千２百万円となりました。 

 純資産残高は、四半期純利益による利益剰余金の増加および配当金の支払いや投資有価証券の時価評価の増加によ

るその他有価証券評価差額金の増加などから、純資産合計は前期に比較して25億７千５百万円増加し、1,372億８千

１百万円となりました。 

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



  

（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」は、税金等調整前四半期純利益48億２千９百万円、減価償却費18億９千２

百万円、たな卸資産の増加額８億９千４百万円、仕入債務の増加額57億１千３百万円、法人税等の支払額12億８千８

百万円などにより、111億２千８百万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」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出41億３千３百万円、情

報システム統合計画の推進によるソフトウェアなどの無形固定資産の取得による支出６億１千２百万円、敷金及び保

証金の差入による支出12億９百万円などにより、46億９千１百万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」は、短期借入金の増加額24億円、長期借入金の借入による収入70億円およ

び返済による支出108億２千４百万円、配当金の支払額11億６千３百万円などにより、26億４千１百万円の支出とな

りました。  

 これらの結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ37億９千６百万円増加し、262億１

千１百万円となりました。 

  

 当第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成21年４月８日に公表しました業績予想の見直しは行っておりま

せん。 

  

 ㈱オージョイフルは、当第１四半期連結会計期間において、当社の子会社であるダイキ㈱により吸収合併され

たため、連結の範囲から除外しております。 

   

 該当事項はありません。 

  

 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。 

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,368 22,617

受取手形及び売掛金 4,586 2,610

商品 72,332 71,427

繰延税金資産 2,047 1,935

その他 6,512 6,281

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 111,844 104,869

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 140,224 136,880

減価償却累計額 △77,151 △75,981

建物及び構築物（純額） 63,073 60,899

土地 60,140 60,202

建設仮勘定 2,724 2,544

その他 14,645 13,904

減価償却累計額 △9,967 △9,654

その他（純額） 4,678 4,250

有形固定資産合計 130,616 127,895

無形固定資産   

のれん 1,213 1,272

借地権 5,717 5,707

ソフトウエア 3,393 3,036

その他 204 201

無形固定資産合計 10,529 10,218

投資その他の資産   

投資有価証券 7,897 6,748

敷金及び保証金 44,445 43,946

繰延税金資産 1,525 1,930

長期前払費用 2,784 2,676

その他 1,686 1,725

貸倒引当金 △123 △106

投資その他の資産合計 58,214 56,920

固定資産合計 199,359 195,035

資産合計 311,203 299,904



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 66,132 60,665

短期借入金 35,400 33,000

1年内償還予定の社債 60 60

1年内返済予定の長期借入金 13,252 19,601

未払法人税等 2,143 1,024

賞与引当金 3,490 1,937

その他 11,816 9,958

流動負債合計 132,295 126,248

固定負債   

長期借入金 32,822 30,298

退職給付引当金 722 761

役員退職慰労引当金 198 194

繰延税金負債 238 249

再評価に係る繰延税金負債 250 250

長期預り金 5,688 5,540

その他 1,705 1,656

固定負債合計 41,626 38,950

負債合計 173,922 165,198

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 41,603 41,603

利益剰余金 91,277 89,495

自己株式 △5,086 △5,086

株主資本合計 137,794 136,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 594 △99

繰延ヘッジ損益 △1 △71

土地再評価差額金 △2,047 △2,047

評価・換算差額等合計 △1,454 △2,219

少数株主持分 941 913

純資産合計 137,281 134,705

負債純資産合計 311,203 299,904



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 112,979

売上原価 78,737

売上総利益 34,241

営業収入  

不動産賃貸収入 1,017

営業総利益 35,258

販売費及び一般管理費 30,426

営業利益 4,832

営業外収益  

受取利息 95

受取配当金 65

その他 193

営業外収益合計 354

営業外費用  

支払利息 203

デリバティブ評価損 60

その他 11

営業外費用合計 275

経常利益 4,912

特別利益  

固定資産売却益 10

保険解約返戻金 2

その他 0

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産除売却損 38

出店計画中止損 30

その他 28

特別損失合計 96

税金等調整前四半期純利益 4,829

法人税、住民税及び事業税 2,076

法人税等調整額 △220

法人税等合計 1,855

少数株主利益 35

四半期純利益 2,938



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 4,829

減価償却費 1,892

のれん償却額 59

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,553

受取利息及び受取配当金 △161

支払利息 203

固定資産除売却損益（△は益） 27

売上債権の増減額（△は増加） △1,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △894

仕入債務の増減額（△は減少） 5,713

その他 1,188

小計 12,523

利息及び配当金の受取額 129

利息の支払額 △235

法人税等の支払額 △1,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,128

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 △4,133

有形固定資産の売却による収入 57

無形固定資産の取得による支出 △612

敷金及び保証金の差入による支出 △1,209

敷金及び保証金の回収による収入 546

投資有価証券の売却による収入 2

貸付金の回収による収入 41

その他 616

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,691

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

長期借入れによる収入 7,000

長期借入金の返済による支出 △10,824

割賦債務の返済による支出 △20

配当金の支払額 △1,163

その他 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,796

現金及び現金同等物の期首残高 22,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,211



 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。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  111,562

Ⅱ 売上原価  77,359

売上総利益  34,202

Ⅲ 営業収入   

 不動産賃貸収入  1,020

営業総利益  35,222

Ⅳ 販売費及び一般管理費  29,900

営業利益  5,322

Ⅴ 営業外収益  309

Ⅵ 営業外費用  201

経常利益  5,430

Ⅶ 特別利益  46

Ⅷ 特別損失  3,516

税金等調整前四半期純利益  1,960

税金費用  496

少数株主損益 △6

四半期純利益  1,470



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成21年５月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２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純利益  1,960

減価償却費  1,843

たな卸資産評価損  2,728

売上債権の増減額（増加：△） △1,951

たな卸資産の増減額（増加：△） △5,125

仕入債務の増減額（減少：△）  26,601

その他  1,805

小 計  27,862

法人税等の支払額 △4,904

その他 △461

営業活動によるキャッシュ・フロー  22,496

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 △6,615

無形固定資産の取得による支出 △678

敷金及び建設協力金の差入による支出 △1,319

その他  695

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,917

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：△）  4,227

長期借入金の返済による支出 △5,243

配当金の支払額 △1,168

その他 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,210

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  12,368

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  14,320

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加  162

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  26,850



  

商品別売上情報 

（単位：百万円、％） 

（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。 

３．当連結会計年度より取扱商品の部門を一部変更いたしました。主な変更内容は、次のとおりであります。

  なお、前年同四半期および前期についても変更後の区分に組み替えて表示しております。 

６．その他の情報

事業部門 

前年同四半期 

（平成21年２月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成22年２月期

第１四半期）  

（参考）前期 

（平成21年２月期） 

  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 ホームセンター事業             

  園芸・エクステリア 22,458 20.1 23,010 20.4 64,368 15.2 

  ホームインプルーブメント 18,547 16.6 18,199 16.1 71,659 17.0 

  ホームレジャー・ペット 17,965 16.1 18,638 16.5 70,135 16.6 

  ハウスキーピング 27,618 24.9 29,797 26.4 112,877 26.7 

  ホームファニシング 10,202 9.1 9,495 8.4 37,416 8.9 

  ホームエレクトロニクス 10,382 9.3 9,557 8.5 48,047 11.4 

  その他 3,513 3.1 3,499 3.0 13,988 3.3 

 ホームセンター事業計 110,689 99.2 112,198 99.3 418,492 99.1 

 その他の事業 872 0.8 781 0.7 3,998 0.9 

 合計 111,562 100.0 112,979 100.0 422,491 100.0 

部門 取扱商品 

 園芸・エクステリア  園芸用品、大型機械、農業・業務資材、植物、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、補修、木材、建築資材他 

 ホームレジャー・ペット  カー用品、スポーツ、玩具、自転車、レジャー、ペット用品他 

 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、 

 ヘルスケア・ビューティケア、食品他 

 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情報機器他 

 その他  テナント植物、テナントペット、灯油、工事費、サービス料他 

取扱商品 変更前 変更後 

 テナント植物、テナントペット   ペット＆グリーン  その他 

 ペット  ペット＆グリーン  ホームレジャー・ペット 

 灯油  ホーム・エレクトロニクス  その他 
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