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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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）

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2四半期 95,571 ― 2,276 ― 2,645 ― 1,217 ―

21年2月期第2四半期 98,831 1.1 2,682 15.1 3,075 9.8 1,897 △32.0

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

22年2月期第2四半期 22.18 ―

21年2月期第2四半期 33.94 ―

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2四半期 100,083 32,949 32.9 600.37
21年2月期 100,789 31,170 30.5 560.84

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  32,949百万円 21年2月期  30,780百万円

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 ― 6.25 ― 6.25 12.50

22年2月期 ― 6.25

22年2月期 
（予想）

― 6.25 12.50

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  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

通期 187,500 △1.2 3,800 △3.3 4,300 △7.4 2,400 1.2 43.73

－ 1 －



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  
（注）当社は、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更し、株式会社カーライフケーヨー、株式会社穂高ショッピングセンタ
ー、茂原商業開発株式会社（持分法適用会社）を連結の範囲から除外しておりますが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いた
しません。 

(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。 

(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 

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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想に関しては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。 
２.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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号
のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 59,476,284株 21年2月期  59,476,284株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  4,595,019株 21年2月期  4,593,923株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 54,881,638株 21年2月期第2四半期 55,901,353株

－ 2 －



当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～８月31日）における我が国経済は、輸出、生産などに

持ち直しが見られたものの、企業収益や雇用・所得環境には改善が見られず、個人消費についても依然と

して厳しい状況となりました。また、物価の下落や業態を超えた競争状態、梅雨明け後の天候不順による

夏物販売への影響など、厳しい経営環境が続いてまいりました。  

  こうした中、当社グループは「ふだんの暮らし総合店」づくりをさらにすすめていくため、品揃え枠の

拡大や安さづくりに努めてまいりました。  

  具体的には、小売各社がプライベートブランド商品の開発や値下げによる販売増に取り組む中、当社に

おきましても、商品開発への積極的な取り組みや商品構成の見直しによる品揃えの改善、「お値うち」商

品や「厳選お買得」商品などによる低価格化への取り組みをおこなって、お客様の暮らしに貢献できる店

づくりをすすめてまいりました。また、定額給付金、高速道路料金値下げ、新型インフルエンザ、防災意

識の高まりなどの動きに合わせたチラシ訴求や店内販促による販売促進をおこなって、お客様の購買行動

にあった商品提供に努めてまいりました。  

  販売拠点の強化につきましては、第１四半期連結会計期間に嵯峨店（京都市右京区）、韮崎店（山梨県

韮崎市）の２店舗を新規出店し、既存店の販売力の向上のため４店舗の全面改装を実施しました。そのほ

か、部門改装を実施して既存店の活性化を図ってまいりました。  

  また、６月の薬事法改正により、登録販売者による医薬品販売を導入して、当第２四半期連結会計期間

に10店舗での展開を実施しました。これにより、従来の薬剤師による医薬品販売とあわせ、医薬品販売店

舗を拡大して販売力の強化を図ってまいりました。なお、医薬品販売店舗数の拡大につきましては第３四

半期以降も継続して取り組んでまいります。  

  こうした取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、955億71百万円（前年同期比

3.3％減）、営業利益は22億76百万円（前年同期比15.2％減）、経常利益は26億45百万円（前年同期比

14.0％減）、四半期純利益は12億17百万円（前年同期比35.9％減）となりました。 

  なお、今期より連結の範囲を変更し、株式会社ケーヨー、ニック産業株式会社、本久ケーヨー株式会社

のホームセンター事業３社を連結対象の範囲とし、株式会社カーライフケーヨー、株式会社穂高ショッピ

ングセンター、茂原商業開発株式会社（持分法適用会社）は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないこ

とから、連結の範囲から除外することといたしております。   

  また、経営資源の集中と経営の効率化を図るため、株式会社ケーヨーに100％子会社であるニック産業

株式会社および本久ケーヨー株式会社を簡易合併の手続きにより、９月１日付で吸収合併いたしました。 

  上記文中における前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,000億83百万円となり、前連結会計年度末に比較し７億５百

万円減少いたしました。主な要因は商品21億40百万円の減少と、投資有価証券の増加19億９百万円などに

よるものです。 

  負債総額は671億34百万円となり、前連結会計年度末に比較し24億84百万円減少いたしました。主な要

因は短期・長期借入金107億98百万円の減少と、社債40億円の増加、支払手形及び買掛金42億94百万円の

増加などによるものです。 

  純資産合計は329億49百万円となり、前連結会計年度末に比較し17億79百万円増加いたしました。主な

要因は四半期純利益12億17百万円の計上、その他有価証券評価差額金10億84百万円の増加、剰余金の配当

３億43百万円の支払などによるものです。 

  

第３四半期以降も、雇用不安や所得環境の悪化の懸念から、個人消費の好転は見込めず、競争激化もす

すんで経営環境は厳しい状況が続くと考えております。  

  そのような中、当社といたしましては、品揃え枠の拡大や安さづくりをさらにすすめ、ローコスト、ロ

ープライスに徹して販売力の強化に取り組むとともに、消費者の生活応援をテーマに、お客様に支持され

る店づくりに取り組んでまいります。  

  また、合併によりホームセンター事業３社が名実ともに一体となりますので、一層の経営の効率化をす

すめ、業績向上に努めてまいります。  

  

【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

３.連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

（注）当社は、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更し、株式会社カーラ

イフケーヨー、株式会社穂高ショッピングセンター、茂原商業開発株式会社を連結の範囲から除外し

ておりますが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

  

1.簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

当第２四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、前連結会計年度末の実

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いては、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。 

  

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改

正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として売価還元原価法から、主として売

価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間における売上総利益、営業

利益、経常利益がそれぞれ１億57百万円、税金等調整前四半期純利益が６億29百万円減少しておりま

す。  

  

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、賃貸借取引に係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）が平成20年４月１日以降開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当連結会計年度

の第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。  

 なお、リース取引開始日がリース会計基準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によっております。  

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響

は軽微であります。  

  

その他有価証券の評価方法については、従来、総平均法によっておりましたが、当連結会計年度の第

１四半期連結会計期間より、移動平均法に変更しております。この変更は、有価証券売却による売却損

益の把握をより迅速かつ適時に行うことを目的としたものであります。これによる損益に与える影響は

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)

(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

 ④有価証券の評価基準及び評価方法の変更
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 1,961 2,631

受取手形及び売掛金 752 707

商品 31,544 33,684

その他 4,477 4,496

貸倒引当金 － △0

流動資産合計 38,736 41,519

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,962 32,761

土地 12,833 13,228

その他 4,045 3,750

減価償却累計額 △23,379 △24,022

有形固定資産合計 25,461 25,719

無形固定資産   

のれん 1,455 －

その他 1,073 1,098

無形固定資産合計 2,529 1,098

投資その他の資産   

投資有価証券 8,063 6,153

差入保証金 18,266 19,164

その他 7,653 7,535

貸倒引当金 △626 △401

投資その他の資産合計 33,356 32,451

固定資産合計 61,347 59,269

資産合計 100,083 100,789
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 21,545 17,250

短期借入金 7,203 11,992

1年内返済予定の長期借入金 8,371 14,841

未払法人税等 782 960

その他 4,667 4,275

流動負債合計 42,569 49,320

固定負債   

社債 4,000 －

長期借入金 16,601 16,141

退職給付引当金 2,169 2,122

役員退職慰労引当金 197 198

その他 1,596 1,836

固定負債合計 24,565 20,298

負債合計 67,134 69,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,095 12,095

利益剰余金 8,426 7,268

自己株式 △2,900 △2,900

株主資本合計 32,568 31,410

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 372 △711

繰延ヘッジ損益 7 81

評価・換算差額等合計 380 △630

少数株主持分 － 389

純資産合計 32,949 31,170

負債純資産合計 100,083 100,789
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(2)四半期連結損益計算書 
 （第２四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 95,571

売上原価 69,571

売上総利益 25,999

販売費及び一般管理費 23,723

営業利益 2,276

営業外収益  

受取利息 132

受取配当金 105

受取賃貸料 665

その他 386

営業外収益合計 1,291

営業外費用  

支払利息 330

賃貸収入原価 542

その他 48

営業外費用合計 921

経常利益 2,645

特別利益  

固定資産売却益 151

受取補償金 93

その他 8

特別利益合計 253

特別損失  

固定資産売却損 60

固定資産除却損 89

店舗閉鎖損失 177

商品評価損 471

減損損失 319

その他 62

特別損失合計 1,181

税金等調整前四半期純利益 1,718

法人税、住民税及び事業税 691

法人税等調整額 △190

法人税等合計 501

四半期純利益 1,217
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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。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

ホームセンター事業以外に事業の種類がないため、事業の種類別セグメント情報の記載は行ってお

りません。  

  

[所在地別セグメント情報] 

すべて国内における売上高であるため、所在地別の売上高及び営業利益についての記載は行ってお

りません。 

  

[海外売上高] 

海外売上高がないため、海外売上高の記載を行っておりません。 

  

（単位：百万円）

 
※ホームセンター事業に経営資源を集中させる目的で連結範囲を見直したことによる、連結子会社及び持分

法適用会社の減少によるものであります。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高
14,948 12,095 7,268 △ 2,900 31,410

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額

剰余金の配当
△ 343 △ 343

四半期純利益
1,217 1,217

連結範囲の変動     ※
39 39

持分法の適用範囲の変動 ※
244 244

自己株式の取得
△ 0 △ 0

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額合計 ― ― 1,158 △ 0 1,157

当第２四半期連結会計期間末残高
14,948 12,095 8,426 △ 2,900 32,568
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前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  

 
  

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日
    至 平成20年８月31日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 98,831

Ⅱ 売上原価 71,763

売上総利益 27,067

Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,384

営業利益 2,682

Ⅳ 営業外収益 1,373

Ⅴ 営業外費用 980

経常利益 3,075

Ⅵ 特別利益 81

Ⅶ 特別損失 596

   税金等調整前中間純利益 2,560

   法人税、住民税及び事業税 728

   法人税等調整額 △ 131

   少数株主利益 66

   中間純利益 1,897
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