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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）

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2四半期 223,093 ― 8,973 ― 9,236 ― 4,963 ―

21年2月期第2四半期 221,975 8.2 10,157 4.7 10,255 1.1 4,210 △16.9

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 32.21 ―

21年2月期第2四半期 27.32 ―

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 303,594 139,644 45.7 899.81
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2四半期  138,652百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 7.50

22年2月期 
（予想）

― 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  
 

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 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2四半期 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2四半期  5,347,990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2四半期 154,092,469株 21年2月期第2四半期 154,113,933株



 当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８月31日）におけるわが国経済は、企業業績については

悪期を脱しつつあるも、雇用・所得環境は依然として厳しい状況にあり、失業率、有効求人倍率ともに悪化傾向に

あります。個人消費については、薄型テレビ等一部エコポイントによる経済対策効果があるものの、天候不順も影響

し全体的には低迷しており、今後、回復には時間がかかるものと思われます。 

 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月および７月には全

店総力祭を実施し、日用消耗品やペットフードを中心に客数、点数の増加に努めました。しかしながら、日照時間の

短さや豪雨など天候不順により夏物商品に大きな影響が出たことで、既存店売上高は苦戦を強いられました。 

 新規出店につきましては13店舗（カーマ４店舗、ダイキ４店舗、ホーマック５店舗）の出店、退店は６店舗（カー

マ３店舗、ダイキ１店舗、ホーマック２店舗）を実施し、改装につきましては27店舗を実施しました。これらの結

果、当第２四半期末日現在の店舗数は496店舗となりました。 

 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２四半期連結累計期間の営業収益は2,230億９千３百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益89

億７千３百万円（前年同期比11.7％減）、経常利益92億３千６百万円（前年同期比9.9％減）、四半期純利益49億６

千３百万円（前年同期比17.9％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、春先は天候にも恵まれ植物が好調に推移し、関連商材の用土・肥料・薬品・散水用品・農業資材が大

きく伸長しました。また梅雨明け後は、日除け商品・ガーデン用品を中心に好調に推移し、特に軒先用日除け用品が

大きく伸長しました。その結果、売上高は401億５千６百万円となりました。 

② ホームインプルーブメント部門 

 作業用品は、春先はワークウエア・帽子・作業長靴が好調に推移し、梅雨時期は雨関連の長靴・合羽が大きく伸長

し、夏には、日除け帽子・ＵＶケア用の腕カバー等も順調に推移しました。建築資材は、合板や網戸は低迷しました

が、加工材や防虫網は順調に推移しました。工具類では電動工具が低迷しましたが、補強関連商品は大きく伸長しま

した。その結果、売上高は360億１千６百万円となりました。 

③ ホームレジャー・ペット部門 

 ペットフード用品は、犬・猫のプレミアムフードが安定的に伸長し、夏には魚用品・昆虫用品も順調に推移しまし

た。自転車は省エネ志向から通勤用も含め電動自転車等が好調に推移し、梅雨明け後はレジャー用品・車日除け用品

が伸長しました。その結果、売上高は378億３千１百万円となりました。 

④ ハウスキーピング部門 

 日用消耗品は、特売強化により紙類・洗剤・ヘアケア用品が順調に推移し、エコ需要で詰め替えパック商材が大き

く伸長しました。また、夏には虫除け商品を中心に殺虫剤が好調に推移しました。家庭用品は、ラップ・フロアワイ

パーを中心に伸長しました。また新型インフルエンザの流行に伴い、マスク類やハンドソープ類が伸長しました。そ

の結果、売上高は617億６千４百万円となりました。 

⑤ ホームファニシング部門 

 インテリアは、天候不順により、い草関連商品・すだれは低迷しましたが、自然素材のラグ・クッション・床材が

順調に推移しました。寝具関連は、簡単冷却マットが大きく伸長しました。また家具収納では自然素材の収納商品や

押入収納用品が伸長しました。その結果、売上高は183億３千７百万円となりました。 

⑥ ホームエレクトロニクス部門 

 家庭電器は、ガステーブル・カセットコンロ等のガス関連用品・クリーナーが大きく伸長しました。また電球関連

はエコ商品が伸長しました。夏には天候不順により扇風機・エアコンは低迷しましたが、空気清浄機・殺虫器が伸長

しました。地上デジタル放送への対応として地デジチューナー・アンテナパーツ類が好調に推移しました。その結

果、売上高は193億３千７百万円となりました。 

  

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



   

 当第２四半期連結会計期間末における資産残高は、在庫削減への取組みにより商品在庫高が減少しましたが、新規

出店13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、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36億８千９百万円増加し、3,035億９千４百万円

となりました。 

 負債残高は、新規出店に伴い投資資金として長期借入金が増加しましたが、前連結会計年度末が金融機関休業日で

あったため買掛金や未払金などが大幅に減少したことなどから、負債合計は前期に比較して12億４千８百万円減少

し、1,639億５千万円となりました。 

 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49億３千８百万円増加し、1,396億４千

４百万円となりました。 

  

（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89億７千１百万円、減価償却費39億９千３

百万円、たな卸資産の減少額37億２千９百万円、仕入債務の減少額105億１千５百万円などにより、48億１千１百万

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81億３千万円、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11億１千４百万円、敷金及び保証金

の差入による支出17億９千４百万円などにより、89億１千万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、短期借入金の減少額196億円、長期借入金の借入による収入400億円お

よび返済による支出149億６千６百万円、配当金の支払額11億６千２百万円などにより、40億８千７百万円の収入と

なりました。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ１千１百万円減

少し、224億３百万円となりました。 

  

 当第２四半期まで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。 

  

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

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 22,575 22,617

受取手形及び売掛金 3,712 2,610

商品 67,693 71,427

繰延税金資産 1,684 1,935

その他 5,641 6,281

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 101,303 104,869

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 142,502 136,880

減価償却累計額 △77,885 △75,981

建物及び構築物（純額） 64,617 60,899

土地 60,712 60,202

建設仮勘定 2,945 2,544

その他 15,424 13,904

減価償却累計額 △10,318 △9,654

その他（純額） 5,106 4,250

有形固定資産合計 133,382 127,895

無形固定資産   

のれん 1,154 1,272

借地権 5,732 5,707

ソフトウエア 3,708 3,036

その他 203 201

無形固定資産合計 10,798 10,218

投資その他の資産   

投資有価証券 8,313 6,748

敷金及び保証金 44,300 43,946

繰延税金資産 1,052 1,930

長期前払費用 2,912 2,676

その他 1,654 1,725

貸倒引当金 △122 △106

投資その他の資産合計 58,109 56,920

固定資産合計 202,291 195,035

資産合計 303,594 299,904



（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 50,589 60,665

短期借入金 13,400 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 19,245 19,601

未払法人税等 3,598 1,024

賞与引当金 2,249 1,937

役員賞与引当金 13 12

その他 9,996 9,946

流動負債合計 99,152 126,248

固定負債   

長期借入金 55,687 30,298

退職給付引当金 714 761

役員退職慰労引当金 202 194

繰延税金負債 261 249

再評価に係る繰延税金負債 250 250

長期預り金 5,953 5,540

その他 1,726 1,656

固定負債合計 64,797 38,950

負債合計 163,950 165,198

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 93,303 89,495

自己株式 △5,087 △5,086

株主資本合計 139,819 136,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 882 △99

繰延ヘッジ損益 △0 △71

土地再評価差額金 △2,047 △2,047

評価・換算差額等合計 △1,166 △2,219

少数株主持分 991 913

純資産合計 139,644 134,705

負債純資産合計 303,594 299,904



（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 221,008

売上原価 154,250

売上総利益 66,757

営業収入  

不動産賃貸収入 2,085

営業総利益 68,843

販売費及び一般管理費 59,869

営業利益 8,973

営業外収益  

受取利息 177

受取配当金 109

その他 500

営業外収益合計 787

営業外費用  

支払利息 384

支払手数料 123

その他 16

営業外費用合計 524

経常利益 9,236

特別利益  

固定資産売却益 10

保険解約返戻金 6

その他 2

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除売却損 95

投資有価証券評価損 64

出店計画中止損 80

その他 44

特別損失合計 284

税金等調整前四半期純利益 8,971

法人税、住民税及び事業税 3,471

法人税等調整額 450

法人税等合計 3,922

少数株主利益 85

四半期純利益 4,963



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 8,971

減価償却費 3,993

のれん償却額 121

賞与引当金の増減額（△は減少） 311

受取利息及び受取配当金 △286

支払利息 384

固定資産除売却損益（△は益） 85

売上債権の増減額（△は増加） △1,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,729

仕入債務の増減額（△は減少） △10,515

その他 △570

小計 5,203

利息及び配当金の受取額 169

利息の支払額 △435

法人税等の支払額 △1,212

法人税等の還付額 1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,811

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 △8,130

有形固定資産の売却による収入 81

無形固定資産の取得による支出 △1,114

敷金及び保証金の差入による支出 △1,794

敷金及び保証金の回収による収入 1,057

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 71

その他 916

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,910

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） △19,600

長期借入れによる収入 40,000

長期借入金の返済による支出 △14,966

割賦債務の返済による支出 △39

配当金の支払額 △1,162

その他 △143

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11

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 22,403



 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 

（１）中間連結損益計算書 

  
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） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        219,966  100.0

Ⅱ 売上原価        152,015  69.1

売上総利益        67,951  30.9

Ⅲ 営業収入                  

  不動産賃貸収入        2,009  0.9

  営業総利益        69,960  31.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費        59,802  27.2

営業利益        10,157  4.6

Ⅴ 営業外収益                  

１．受取利息及び配当金  246            

２．手数料収入  124            

３．為替差益  71            

４．匿名組合投資利益  25            

５．その他  215  684  0.3

Ⅵ 営業外費用                  

１．支払利息  357            

２．支払手数料  157            

３．その他  71  586  0.2

経常利益        10,255  4.7

Ⅶ 特別利益                  

１．固定資産売却益  91            

２．投資有価証券売却益  7            

３．貸倒引当金戻入益  2            

４．役員退職慰労引当金戻入益  6            

５．その他  16  124  0.0

Ⅷ 特別損失                  

１．固定資産除売却損  154            

２．減損損失  215            

３．出店計画中止損及び閉店損   104            

４．商品廃棄損  51            

５．たな卸資産評価損  2,728            

６．その他  443  3,696  1.7



  

  
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） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

税金等調整前中間純利益        6,682  3.0

法人税、住民税及び事業税  2,078            

法人税等調整額  331  2,410  1.1

少数株主利益        61  0.0

中間純利益        4,210  1.9

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
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） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  6,682

減価償却費  3,908

減損損失  215

のれん償却額  67

貸倒引当金の増減額（減少：△） △3

賞与引当金の増減額（減少：△）  323

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

△19

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△）  

△89

受取利息及び受取配当金 △246

支払利息  356

投資有価証券売却益 △7

固定資産売却益 △91

固定資産除売却損  154

商品廃棄損  51

たな卸資産評価損  2,728

出店計画中止損及び閉店損  104

売上債権の増減額（増加：△） △1,114

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,526

仕入債務の増減額（減少：△）  24,571

その他 △664

小計  34,401

利息及び配当金の受取額  169

利息の支払額 △366

法人税等の支払額 △4,899

法人税等の還付額  2,139

出店中止閉店支払額 △103

営業活動によるキャッシュ・フロー  31,339



  

  
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） 

区分 金額（百万円）

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 △10,568

有形固定資産の売却による収入  142

無形固定資産の取得による支出 △796

敷金及び建設協力金の差入による 
支出 

△2,069

敷金及び建設協力金の返還による 
収入  965

投資有価証券の売却による収入  57

関係会社株式の取得による支出 △113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

△564

営業譲受による支出 △1,998

貸付金の回収による収入  48

その他 △357

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,254

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：△） △6,922

長期借入による収入  17,500

長期借入金の返済による支出 △8,160

割賦債務の返済による支出 △20

配当金の支払額 △1,166

その他 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,208

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  17,293

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  14,320

Ⅵ 合併による現金及び現金同等物の増加  162

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  31,776

    



  

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、前中間連結会計期間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)

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) 

（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 40,133 18.2 40,156 18.2 64,368 15.2 

  ホームインプルーブメント 36,650 16.7 36,016 16.3 71,659 17.0 

  ホームレジャー・ペット 37,933 17.2  37,831 17.1 70,135 16.6 

  ハウスキーピング 56,890 25.9  61,764 28.0 112,877 26.7 

  ホームファニシング 19,403 8.8 18,337 8.3 37,416 8.9 

  ホームエレクトロニクス 20,711 9.4  19,337 8.7 48,047 11.4 

  その他 6,279 2.9  5,723 2.6 13,988 3.3 

 ホームセンター事業計 218,003 99.1 219,168 99.2 418,492 99.1 

 その他の事業 1,963 0.9 1,839 0.8 3,998 0.9 

 合計 219,966 100.0 221,008 100.0 422,491 100.0 

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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