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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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・マーケットー「ヘラクレス」に上場いたしました。平成21年2月期第3四半期において、当社
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3四半期 20,213 ― 545 ― 423 ― 240 ―
21年2月期第3四半期 20,311 2.9 741 30.1 610 33.5 325 21.3

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 48.88 48.87
21年2月期第3四半期 85.65 ―

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 14,999 2,069 13.8 413.90
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3四半期  2,069百万円 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
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 ― 0.00 ― 13.00 13.00
22年2月期 ― 0.00 ―
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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



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、5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、5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3四半期 5,000,000株 21年2月期  4,800,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  ―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3四半期 4,920,727株 21年2月期第3四半期 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仮定及び業績予想のご利用に当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。 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退を背景に、輸出の減

少や円高の進行により企業の業績は悪化し、その影響から設備投資の縮小、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷

が続く一方で、景気回復に向けた動きは鈍く、依然として厳しい経済環境が続いております。 

 当小売業界におきましても、このような経済情勢の悪化を受けて、消費者の生活防衛意識が高まり、買い控えや低

価格志向といった節約消費が継続しております。さらに、異業種を含めた企業間での低価格競争が激化しており、業

界全体でデフレ傾向が進んでおります。このように企業を取り巻く環境は、一段と厳しさを増しております。  

 このような状況の下、当社ではペット事業に軸足を移し、ペット事業において平成21年11月に温品事業所（広島市

東区）の新規出店を行い、４月の魚住事業所、５月の鳴尾事業所及び７月の周南事業所の３店舗を合わせ計４店舗の

新規出店を行いました。ホームセンター事業においては、集客力を高めるための対策や生活の便利商品の提案を積極

的に行うと共に、既存店の活性化を図るために10月に多治米事業所の店舗改装を行い、計５店舗の店舗改装を行いま

した。この結果、当第３四半期累計期間末の店舗数は、ペット事業28店舗、ホームセンター事業18店舗となりまし

た。  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は20,213百万円（前年同期比0.5％減）となりました。販売費及び一

般管理費について業務の見直しや経費削減に努め一定の成果はみられましたが、一方で新規出店に伴う一時経費の増

加等により営業利益は545百万円（同26.5％減）、経常利益423百万円（同30.7％減）、四半期純利益240百万円（同

26.1％減）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、集客力アップを目的とした飲料や菓子等の食品を強化すると共に、消費

者の低価格志向に対応するため仕入価格の低減に努め、「値下げ断行商品」の拡充や消耗商材の低価格戦略等、

消費者心理の刺激策を実施した結果、日用消耗品、ペット用品、食品、園芸関連については堅調に推移いたしま

した。その一方で、耐久消費財である家具をはじめ、収納用品、季節色の強いインテリア、家電製品等の売上高

は低迷いたしました。これらの結果、売上高は14,351百万円（前年同期比3.2％減）となりました。 

② ペット事業  

 ペット事業におきましては、４店舗の新規出店を行ったことから売上高は伸長しておりますが、不況知らずと

言われるペット事業も、消費マインドの低下から新規生体の販売が低迷し、それに伴い用品の売上高も減少しま

した。一方でペットの健康へ配慮したフードを選択する消費者が増加していることから、フードの売上高は堅調

に推移いたしました。これらの結果、売上高は5,862百万円（前年同期比7.0％増）となりました。 

  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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985百万円増加し14,999百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金の増加257百万円、第三者割当増資による新株購入に伴う投資有価証券

（投資その他の資産「その他」）の増加120百万円、新規事業所の開設等に伴う商品の増加466百万円及び有形固定

資産の増加43百万円によるものであります。 

 当第３四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764百万円増加し12,930百万円とな

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支払手形及び買掛金の増加593百万円、長期借

入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）の増加568百万円によるものであります。 

 当第３四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221百万円増加し2,069百万円とな

りました。この主な要因は、利益剰余金の増加178百万円及び第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加

など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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② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、1,129百万円となりまし

た。 

 当第３四半期累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３四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、602百万円となりました。これは、税引前四半

期純利益417百万円、減価償却費315百万円、仕入債務の増加額593百万円に対し、たな卸資産の増加額465百万円、

法人税等の支払額242百万円等の支出によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期累計期間において投資活動により使用した資金は、504百万円となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出289百万円、敷金及び保証金の差入による支出93百万円、投資有価証券の取得による支出119百

万円に対し、長期貸付金の回収による収入21百万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３四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、159百万円となりました。これは、長期借入れ

による収入2,750百万円、株式の発行による収入40百万円に対し、短期借入金の純減少額400百万円、長期借入金の

返済による支出2,165百万円があったこと、配当金の支払額62百万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、政権交代による経済政策の見直し等が積極的に進められていますが、

景気のニ番底に陥る懸念が強いといわれる経済環境の中で未だ個人消費の低迷は下げ止まりを見せず、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」に基づき、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、業務提携先である株式会社ダイユーエイトの出店店舗を含め、5年後に100店舗体制を目指

しております。 

当第３四半期累計期間においては、ペット事業の新規出店が計画通りとなっていないものの、引続き収益改善の

ための新規出店を推し進めるべく、人員確保と人材育成を着実に進めております。また既存店舗におきましては、収

益力の維持向上を図るために、引続きローコスト経営の追求に努めており、当第３四半期累計期間における四半期純

利益は概ね計画通りとなっております。 

平成22年２月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績が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。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報
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① 税金費用 

 当第３四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、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。     

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 1,129,373 871,388

受取手形及び売掛金 161,657 108,289

商品 2,992,352 2,526,139

貯蔵品 20,994 21,530

その他 745,532 700,172

貸倒引当金 △1,531 △500

流動資産合計 5,048,379 4,227,019

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,318,127 3,344,641

構築物（純額） 295,840 324,117

車両運搬具（純額） 233 51

工具、器具及び備品（純額） 410,215 340,083

土地 2,075,027 2,075,027

リース資産（純額） 28,179 －

有形固定資産合計 6,127,625 6,083,920

無形固定資産 376,426 397,336

投資その他の資産   

長期貸付金 1,310,104 1,372,047

敷金及び保証金 1,521,755 1,443,864

その他 716,385 583,191

貸倒引当金 △101,155 △93,784

投資その他の資産合計 3,447,088 3,305,319

固定資産合計 9,951,140 9,786,576

資産合計 14,999,519 14,013,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,633,134 1,039,737

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 2,813,269 2,505,200

未払法人税等 67,321 127,500

ポイント引当金 429,908 403,437

その他 687,592 662,737

流動負債合計 5,631,225 5,138,612

固定負債   

長期借入金 6,798,064 6,537,194

退職給付引当金 26,541 26,562

その他 474,190 462,915
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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) 

固定負債合計 7,298,796 7,026,672

負債合計 12,930,021 12,165,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,900 305,900

資本剰余金 397,940 376,940

利益剰余金 1,345,825 1,167,683

株主資本合計 2,070,665 1,850,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,167 △2,213

評価・換算差額等合計 △1,167 △2,213

純資産合計 2,069,497 1,848,310

負債純資産合計 14,999,519 14,013,595
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 20,213,790

売上原価 14,105,747

売上総利益 6,108,042

その他の営業収入  

賃貸収入 287,594

その他 291,710

その他の営業収入合計 579,304

営業総利益 6,687,347

販売費及び一般管理費 6,142,065

営業利益 545,282

営業外収益  

受取利息 12,764

受取配当金 2,408

受取手数料 10,463

その他 15,499

営業外収益合計 41,135

営業外費用  

支払利息 147,289

支払手数料 14,438

その他 1,601

営業外費用合計 163,329

経常利益 423,088

特別損失  

固定資産除却損 5,387

特別損失合計 5,387

税引前四半期純利益 417,701

法人税等 177,159

四半期純利益 240,541
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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３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 417,701

減価償却費 315,835

ポイント引当金の増減額（△は減少） 26,471

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,402

受取利息及び受取配当金 △15,172

支払利息 147,289

長期貸付金の家賃相殺額 82,214

固定資産除売却損益（△は益） 3,991

売上債権の増減額（△は増加） △53,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △465,677

仕入債務の増減額（△は減少） 593,397

未払金の増減額（△は減少） △51,863

その他 △11,997

小計 997,203

利息及び配当金の受取額 2,489

利息の支払額 △153,961

法人税等の支払額 △242,973

営業活動によるキャッシュ・フロー 602,757

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 △289,587

投資有価証券の取得による支出 △119,200

長期貸付けによる支出 △23,255

長期貸付金の回収による収入 21,972

敷金及び保証金の差入による支出 △93,712

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 △504,282

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） △400,000

長期借入れによる収入 2,750,000

長期借入金の返済による支出 △2,165,037

株式の発行による収入 40,728

配当金の支払額 △62,002

リース債務の返済による支出 △4,178

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,985

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 1,129,373
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 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。 

  

 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 

（要約）四半期損益計算書 

   

科目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  20,311

Ⅱ 売上原価  14,208

売上総利益  6,102

Ⅲ 営業収入  525

  営業総利益  6,628

Ⅳ 販売費及び一般管理費  5,887

営業利益  741

Ⅴ 営業外収益  32

Ⅵ 営業外費用  163

経常利益  610

Ⅶ 特別利益  16

Ⅷ 特別損失  82

税引前四半期純利益  544

税金費用  219

四半期純利益  325
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