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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

当社は、平成20年12月17日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場いたしました。平成21年2月期第1四半期において、当社
株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は記載しておりません。 

(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 ％

22年2月期第1四半期 6,976 ― 275 ― 230 ― 132 ―
21年2月期第1四半期 6,981 3.2 362 15.7 328 19.1 193 19.1

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 27.66 27.57
21年2月期第1四半期 50.94 ―

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 15,146 1,920 12.7 400.17
21年2月期 14,013 1,848 13.2 385.06

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,920百万円 21年2月期  1,848百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 7.00 7.00

3.  平成22年2月期の業績予想（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

14,192 3.3 501 △22.7 392 △30.5 193 △33.2 39.70

通期 27,929 4.2 660 △20.8 442 △30.6 179 △43.4 36.36
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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  

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧下さい。 

(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） 

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧下さい。 

(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） 22年2月期第1四半期 4,800,000株 21年2月期  4,800,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 4,800,000株 21年2月期第1四半期 3,800,000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．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、当社が現在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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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。また、「四半期財務諸表規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、国内外での需要減少が続く中、企業収益や雇用環境の悪化が続い

ており、個人消費も定額給付金の支給や高速道路通行料金の割引等の経済対策をきっかけに下げ止まりの兆しが見

えるものの、回復に向けた動きは鈍く、依然厳しい状況が続いております。 

 当小売業界におきましても、このような経済情勢のなか、個人消費マインドは生活防衛を意識した節約志向が継

続しており、耐久消費財を中心に消費が低迷したまま回復の兆しが見えない厳しい経営環境となりました。 

 このような状況の下、当社では、ペット事業において平成21年４月に魚住事業所（兵庫県明石市）、同年５月に

鳴尾事業所（兵庫県西宮市）の２店舗の新規出店を行いました。また、ホームセンター事業においては、既存店の

収益力の維持・強化を図るために１店舗の店舗改装を行いました。また、消費者の低価格志向に対応した「値下断

行商品」の拡充、定額給付金お買い物キャンペーン等の販売促進を行う一方で、お客様への生活提案を売場で具現

化し、お客様に喜んでいただける店づくりに積極的に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高6,976百万円となりましたが、新規出店に伴う一時経費

の増加等により営業利益は275百万円、経常利益230百万円、四半期純利益132百万円となりました。 

 事業部門別の営業概況は以下のとおりであります。 

① ホームセンター事業 

 ホームセンター事業におきましては、個人が消費を手控えるなかで、園芸関連の商品売上は天候に恵まれたこ

となどから昨年売上高を上回っており、また日用消耗品については新型インフルエンザの国内発生に伴なうマス

ク需要が売上に貢献したこともあり、堅調に推移いたしました。その一方で、買い替え需要の低下から、家具・

インテリア、家電製品等の耐久消費財の売上は低迷いたしました。これらの結果、売上高は5,085百万円となり

ました。 

② ペット事業 

 ペット事業におきましては、２店舗の新規出店を行ったことから、売上高は堅調に推移いたしましたが、新規

出店による一時経費の増加により営業利益は厳しい結果となりました。新規生体の購入や用品の買い替え需要の

低下により売上が低迷する一方で、フードの売上は堅調に推移いたしました。神戸・大阪エリアにおける新型イ

ンフルエンザの国内発生に伴い、一時的ではありますが一部の店舗で客数の減少がみられました。これらの結

果、売上高は1,891百万円となりました。 

 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ1,133百万円増加し15,146百万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金の増加505百万円、新規事業所の開設等に伴う商品の増加375百万円及

び有形固定資産の増加81百万円によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における負債につきましては、前事業年度末に比べ1,060百万円増加し13,226百万円と

なりました。この主な要因は、季節変動及び新規事業所の開設に伴う買掛金の増加594百万円、長期借入金（1年内

返済予定の長期借入金を含む）の増加392百万円によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末における純資産につきましては、前事業年度末に比べ72百万円増加し1,920百万円とな

りました。この主な要因は、第１四半期純利益132百万円を計上したこと及び剰余金の配当62百万円を行ったこと

などによるものであります。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,376百万円となりまし

た。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 当第１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、320百万円となりました。これは、税引前四

半期純利益228百万円、減価償却費103百万円、仕入債務の増加額594百万円に対し、たな卸資産の増加額375百万

円、法人税等の支払額113百万円等の支出によるものであります。 

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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動により使用した資金は、171百万円となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出120百万円、敷金及び保証金の差入による支出67百万円、関係会社株式の取得による支出

15百万円に対し、長期貸付金の回収による収入17百万円等があ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） 

 当第１四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、356百万円となりました。これは、主に長期

借入れによる収入1,150百万円に対し、長期借入金の返済による支出752百万円があったこと、配当金の支払額40

百万円等によるものであります。 

  

  

今後の国内景気の見通しにつきましては、景気の低迷や雇用不安等の懸念材料が多く、引き続き予断を許さな

い厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況の下で、当社では「中期経営計画2009・成長」を策定し、投資回収力の高いペット事業へ資源

を注力することとしており、ペット事業の優位性を活かしたガリバー企業への成長を目指しております。当第１四

半期において新規開設した２店舗（ペット事業）に加え、当事業年度中に４店舗の出店を計画しており、新規店舗

の人員確保と育成を進めております。一方で既存店舗においては、収益力の維持向上を図るために、ローコスト経

営の継続的追求に努めており、当第１四半期会計期間における四半期純利益は計画以上となっております。 

平成22年２月期の業績予想につきましては、当第１四半期会計期間の業績がほぼ予測通り推移していることか

ら、平成21年４月12日に発表いたしました「平成21年２月期 決算短信（非連結）」に記載の業績予想から変更は

ありません。但し、昨今の経済状況を鑑み経営環境がさらに悪化した場合等、業績予想の修正の必要性が生じた場

合には速やかに開示いたします。 

  

  

① 税金費用 

 当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法としております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 物流センターの商品については従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、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日公表分（企業会計基準委員

会））が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（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。なお、これによる損益に与える影響はありません。  

③ リース取引に関する会計基準の適用  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。   

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,376,968 871,388

受取手形及び売掛金 173,440 108,289

商品 2,901,362 2,526,139

貯蔵品 21,530 21,530

その他 794,317 700,172

貸倒引当金 △1,600 △500

流動資産合計 5,266,020 4,227,019

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,362,196 3,344,641

構築物（純額） 314,658 324,117

車両運搬具（純額） 316 51

工具、器具及び備品（純額） 389,395 340,083

土地 2,075,027 2,075,027

リース資産（純額） 10,037 －

建設仮勘定 14,250 －

有形固定資産合計 6,165,884 6,083,920

無形固定資産 387,600 397,336

投資その他の資産   

長期貸付金 1,333,783 1,372,047

敷金及び保証金 1,496,045 1,443,864

その他 594,177 583,191

貸倒引当金 △96,660 △93,784

投資その他の資産合計 3,327,346 3,305,319

固定資産合計 9,880,830 9,786,576

資産合計 15,146,851 14,013,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,634,620 1,039,737

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 2,696,207 2,505,200

未払法人税等 102,840 127,500

ポイント引当金 406,612 403,437

その他 752,505 662,737

流動負債合計 5,992,786 5,138,612

固定負債   

長期借入金 6,738,300 6,537,194

退職給付引当金 26,862 26,562
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

その他 468,072 462,915

固定負債合計 7,233,236 7,026,672

負債合計 13,226,023 12,165,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 305,900 305,900

資本剰余金 376,940 376,940

利益剰余金 1,238,035 1,167,683

株主資本合計 1,920,875 1,850,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47 △2,213

評価・換算差額等合計 △47 △2,213

純資産合計 1,920,828 1,848,310

負債純資産合計 15,146,851 14,013,595
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,976,350

売上原価 4,831,809

売上総利益 2,144,541

その他の営業収入  

賃貸収入 94,896

その他 97,301

営業総利益 2,336,739

販売費及び一般管理費 2,060,869

営業利益 275,869

営業外収益  

受取利息 4,296

受取配当金 300

受取手数料 4,945

その他 4,944

営業外収益合計 14,486

営業外費用  

支払利息 49,010

支払手数料 10,238

その他 364

営業外費用合計 59,612

経常利益 230,743

特別損失  

固定資産除却損 1,895

特別損失合計 1,895

税引前四半期純利益 228,847

法人税等 96,096

四半期純利益 132,751
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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  

税引前四半期純利益 228,847

減価償却費 103,257

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,175

退職給付引当金の増減額（△は減少） 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,976

受取利息及び受取配当金 △4,596

支払利息 49,010

長期貸付金の家賃相殺額 29,640

固定資産除売却損益（△は益） 1,895

売上債権の増減額（△は増加） △65,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △375,223

仕入債務の増減額（△は減少） 594,883

未払金の増減額（△は減少） △6,755

その他 △74,341

小計 488,919

利息及び配当金の受取額 339

利息の支払額 △55,107

法人税等の支払額 △113,756

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,395

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 △120,961

長期貸付金の回収による収入 17,597

敷金及び保証金の差入による支出 △67,400

敷金及び保証金の回収による収入 14,500

関係会社株式の取得による支出 △15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,264

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △752,565

配当金の支払額 △40,589

リース債務の返済による支出 △394

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,449

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の増減額（△は減少） 505,580

現金及び現金同等物の期首残高 871,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,376,968
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 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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月1日～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  6,981

Ⅱ 売上原価  4,860

売上総利益  2,121

Ⅲ 営業収入  168

  営業総利益  2,290

Ⅳ 販売費及び一般管理費  1,927

営業利益  362

Ⅴ 営業外収益  18

Ⅵ 営業外費用  52

経常利益  328

Ⅶ 特別利益  －

Ⅷ 特別損失  1

税引前四半期純利益  326

税金費用  133

四半期純利益  193
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 平成21年３月24日、当社と株式会社ダイユーエイトとの間で締結した業務資本提携契約に基づき、商品の共同開発

及び共同調達を目的とする合弁会社（株式会社アレンザコーポレーション）を平成21年４月１日に設立し、中国から

の開発輸入商品の拡充に向けた取り組みをスタートしております。但し、未だ準備段階であり本稼動は行っていない

ことから、当第１四半期の損益に与える影響はありません。 

  

 前項記載の業務資本提携契約に基づき、両社の緊密且つ固い信頼関係と円滑な業務協力を確固たるものにするた

め、平成21年６月18日に第三者割当による株式の発行を行っており、相互に株式保有を行っております。 

 １．発行要領 

  （１）発行新株式数      普通株式 200,000株  

  （２）発行価額        １株につき210円  

  （３）発行価額の総額     42,000,000円 

  （４）資本組入額       １株につき105円 

  （５）募集又は割当方法    第三者割当の方法による  

  （６）申込期間        平成21年６月17日（水）  

  （７）払込期日        平成21年６月18日（木）  

  （８）割当先及び株式数    株式会社ダイユーエイト 200,000株 

 ２．第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移  

  （１）増資前発行済株式総数       4,800,000株 

      増資前の資本金の額      305,900,000円 

  （２）増資による増加株式数        200,000株 

          増加する資本金の額       21,000,000円 

    （３）増資後発行済株式数       5,000,000株  

          増資後の資本金の額      326,900,000円 

 ３．当社は、平成21年６月12日開催の取締役会の決議に基づき、前項の割当先である株式会社ダイユーエイトより

第三者割当増資による新株式200,000株を取得しております。 

  

６．その他の情報
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