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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 327,205 ― 11,365 ― 11,711 ― 5,225 ―

21年2月期第3四半期 328,740 8.5 12,238 △1.0 12,259 △5.0 5,005 △23.3

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3四半期 33.91 ―

21年2月期第3四半期 32.48 ―

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3四半期 307,529 137,955 44.5 888.75
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3四半期  136,948百万円 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3四半期 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3四半期  5,348,584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3四半期 154,091,898株 21年2月期第3四半期 154,108,638株



当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、一部で経済対策効果

による景気持ち直しの兆しが見られたものの、急激な円高、デフレの進行など企業の経営環境は厳しい状況にありま

す。個人消費についても、雇用・所得環境の悪化による将来不安から、生活防衛意識が高まり低調に推移しておりま

す。 

このような状況のもと、新規出店につきましては15店舗（カーマ４店舗、ダイキ５店舗、ホーマック６店舗）の出

店、退店については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41店

舗を実施いたしました。これらの結果、当第３四半期末日現在の店舗数は498店舗となりました。 

当社グループが経営統合して３年が経過したことを契機に、社内外に対してより強く起業精神である「ＤＣＭ（デ

マンド・チェーン・マネジメント）」をアピールするためＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）の見直しを行な

いました。併せて商品のストアブランドも「快適上手」「プロサイド」から新しく「ＤＣＭ ＢＲＡＮＤ」に変更

し、11月より順次売場展開を進めてまいりました。現在、日用品を中心に約80品目の展開を行なっており、今後、新

ブランドのもと、ブランド力の強化を図ってまいります。 

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３四半期連結累計期間における営業収益は3,272億５百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益

は113億６千５百万円（前年同期比7.1％減）、経常利益は117億１千１百万円（前年同期比4.5％減）、四半期純利益

は52億２千５百万円（前年同期比4.4％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、春先からの好天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。その結果、売上高は542億３千２百万円となりました。 

② ホームインプルーブメント部門 

 作業用品は、作業用のワークウェア・帽子・長靴・マスクが順調に推移しました。建築資材は、台風の影響で波板

関連商品が大きく伸長し、補強関連商品も順調に推移しました。工具類の電動工具や防寒対策用のすきま断熱用品は

低迷しましたが、塗料用品は大きく伸長しました。その結果、売上高は539億６百万円となりました。 

③ ホームレジャー・ペット部門 

 ペット用品は、犬猫用の防寒用品が低迷しましたが、プレミアムフードは安定的に伸長し、ペットシーツ・猫砂が

特売強化により大きく伸長しました。レジャー用品は好天にも恵まれ順調に推移し、カー用品は高速道路通行料の割

引制度の効果でレーダーを中心にドライブ関連商品が大きく伸長しました。その結果、売上高は545億６千７百万円

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や再生

紙トイレットペーパーが大きく伸長しました。家庭用品は、食品保存用品・行楽用品・清掃用品が順調に推移し、イ

ンフルエンザ予防でマスク類やハンドソープ類が大きく伸長しました。文具用品は、記録メディア商品や年賀はがき

需要でプリンターインクが大きく伸長しました。その結果、売上高は905億４千万円となりました。 

⑤ ホームファニシング部門 

 インテリア・寝具関連は、ホットカーペットカバーやこたつ布団が低迷しましたが、テーブル小物やクッション、

毛布、敷きパットは順調に推移しました。特に省エネ需要で吸湿発熱素材を使った毛布関連商品が大きく伸長しまし

た。また家具収納では、特売強化によりプラスチック製の押入収納ケースや多目的収納が大きく伸長しました。その

結果、売上高は264億５千万円となりました。 

⑥ ホームエレクトロニクス部門 

 家庭電気は、気温の影響により暖房関連商品が低迷しましたが、インフルエンザ予防対策で空気清浄器・加湿器は

大きく伸長しました。地上デジタル放送への対応で地デジチューナー・アンテナパーツ類が好調に推移しました。電

球関連では電球型蛍光灯等のエコ商品、買換え特需による消火器、キャンペーン等販促強化実施によるシャワートイ

レ、などが大きく伸長しました。その結果、売上高は319億３千５百万円となりました。 

  

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３四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は引き続き減少しました

が、新規出店15店舗による建物及び構築物などの取得や出店用地の取得、情報システム統合計画の推進によるソフト

ウェアの増加などから、資産合計は前期に比較して76億２千４百万円増加し、3,075億２千９百万円となりました。 

 負債残高は、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減少しましたが、新規出店に

伴う長期借入金の増加などから、負債合計は前期に比較して43億７千５百万円増加し、1,695億７千４百万円となり

ました。 

 純資産残高は、配当金の支払いによる減少や四半期純利益による増加などから、純資産合計は前期に比較して32億

４千９百万円増加し、1,379億５千５百万円となりました。 

  

（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109億２千４百万円、減価償却費62億８千

５百万円、たな卸資産の減少額20億８千６百万円、仕入債務の減少額54億４千８百万円などにより、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132億７千１百万円、

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21億９千５百万円、敷金及び

保証金の回収による収入16億8百万円および差入による支出20億７千５百万円などにより、141億９百万円の支出とな

りました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額159億円、長期借入れによる収入400億円および返

済による支出198億１千５百万円、配当金の支払額23億１千９百万円などにより、17億３千４百万円の収入となりま

した。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ12億４千６百万

円減少し、211億６千８百万円となりました。 

   

 当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 21,355 22,617

受取手形及び売掛金 4,334 2,610

商品 69,345 71,427

繰延税金資産 2,469 1,935

その他 6,265 6,281

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 103,767 104,869

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 144,246 136,880

減価償却累計額 △79,388 △75,981

建物及び構築物（純額） 64,858 60,899

土地 63,741 60,202

建設仮勘定 1,636 2,544

その他 16,307 13,904

減価償却累計額 △10,857 △9,654

その他（純額） 5,450 4,250

有形固定資産合計 135,686 127,895

無形固定資産   

のれん 1,095 1,272

借地権 5,813 5,707

ソフトウエア 4,439 3,036

その他 215 201

無形固定資産合計 11,564 10,218

投資その他の資産   

投資有価証券 6,626 6,748

敷金及び保証金 43,795 43,946

繰延税金資産 1,565 1,930

長期前払費用 2,293 2,676

その他 2,478 1,725

貸倒引当金 △246 △106

投資その他の資産合計 56,512 56,920

固定資産合計 203,762 195,035

資産合計 307,529 299,904



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 55,271 60,665

短期借入金 17,100 33,000

1年内償還予定の社債 30 60

1年内返済予定の長期借入金 18,819 19,601

未払法人税等 4,116 1,024

賞与引当金 3,799 1,937

役員賞与引当金 6 12

その他 9,883 9,946

流動負債合計 109,027 126,248

固定負債   

長期借入金 51,264 30,298

退職給付引当金 730 761

役員退職慰労引当金 206 194

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 6,135 5,540

その他 1,719 1,656

固定負債合計 60,546 38,950

負債合計 169,574 165,198

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 92,409 89,495

自己株式 △5,087 △5,086

株主資本合計 138,924 136,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 73 △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 △1,976 △2,219

少数株主持分 1,007 913

純資産合計 137,955 134,705

負債純資産合計 307,529 299,904



（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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 323,950

売上原価 226,609

売上総利益 97,341

営業収入  

不動産賃貸収入 3,255

営業総利益 100,596

販売費及び一般管理費 89,230

営業利益 11,365

営業外収益  

受取利息 258

受取配当金 118

その他 707

営業外収益合計 1,084

営業外費用  

支払利息 582

その他 156

営業外費用合計 738

経常利益 11,711

特別利益  

固定資産売却益 18

投資有価証券売却益 141

その他 8

特別利益合計 168

特別損失  

固定資産除売却損 163

減損損失 265

投資有価証券評価損 127

出店計画中止損 215

貸倒引当金繰入額 131

その他 52

特別損失合計 955

税金等調整前四半期純利益 10,924

法人税、住民税及び事業税 5,241

過年度法人税等 699

法人税等調整額 △342

法人税等合計 5,598

少数株主利益 100

四半期純利益 5,225



（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21年３月１日 
 至 平成21年11月30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 10,924

減価償却費 6,285

減損損失 265

のれん償却額 180

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,862

受取利息及び受取配当金 △377

支払利息 582

固定資産除売却損益（△は益） 145

売上債権の増減額（△は増加） △1,628

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,086

仕入債務の増減額（△は減少） △5,448

その他 △721

小計 14,157

利息及び配当金の受取額 271

利息の支払額 △638

法人税等の支払額 △3,767

法人税等の還付額 1,106

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 △13,271

有形固定資産の売却による収入 106

無形固定資産の取得による支出 △2,195

敷金及び保証金の差入による支出 △2,075

敷金及び保証金の回収による収入 1,608

投資有価証券の売却による収入 430

貸付金の回収による収入 85

その他 1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,109

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） △15,900

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 △19,815

割賦債務の返済による支出 △60

配当金の支払額 △2,319

その他 △170

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,246

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 21,168



 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３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  325,696

Ⅱ 売上原価  226,099

売上総利益  99,596

Ⅲ 営業収入   

 不動産賃貸収入  3,043

営業総利益  102,640

Ⅳ 販売費及び一般管理費  90,402

営業利益  12,238

Ⅴ 営業外収益  945

Ⅵ 営業外費用  924

経常利益  12,259

Ⅶ 特別利益  128

Ⅷ 特別損失  3,873

税金等調整前四半期純利益  8,513

税金費用  3,411

少数株主損益  97

四半期純利益  5,005



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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３四半期） 

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  8,513

減価償却費  6,078

たな卸資産評価損  2,728

売上債権の増減額（増加：△） △1,851

たな卸資産の増減額（増加：△） △7,138

仕入債務の増減額（減少：△）  27,363

その他  2,600

小 計  38,293

法人税等の支払額 △8,189

その他  1,563

営業活動によるキャッシュ・フロー  31,668

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 △21,244

無形固定資産の取得による支出 △1,146

敷金及び建設協力金の差入による支出 △2,740

その他  335

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,796

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：△）  5,087

長期借入による収入  17,500

長期借入金の返済による支出 △12,842

配当金の支払額 △2,323

その他 △780

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,640

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  13,512

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四半期末残高  27,995



  

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、前第３四半期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 

前第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

当第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30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  53,409  16.4  54,232  16.7 64,368 15.2 

  ホームインプルーブメント  55,618  17.1  53,906  16.6 71,659 17.0 

  ホームレジャー・ペット  54,625  16.8  54,567  16.8 70,135 16.6 

  ハウスキーピング  85,157  26.1  90,540  28.0 112,877 26.7 

  ホームファニシング  28,638  8.8  26,450    8.2 37,416 8.9 

  ホームエレクトロニクス  35,031  10.8  31,935    9.9 48,047 11.4 

  その他  10,237  3.1  9,472    2.9 13,988 3.3 

 ホームセンター事業計  322,718  99.1  321,105  99.1 418,492 99.1 

 その他の事業  2,977  0.9  2,844  0.9 3,998 0.9 

 合計  325,696 100.0  323,950 100.0 422,491 100.0 

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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