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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 

 

(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6月期第3四半期 15,606 4.3 181 546.9 521 42.0 283 39.1
21年6月期第3四半期 14,968 ― 28 ― 367 ― 203 ―

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6月期第3四半期 55.26 ―
21年6月期第3四半期 39.71 ―

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6月期第3四半期 15,946 6,480 40.6 1,262.28
21年6月期 14,904 6,324 42.4 1,232.02

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  6,480百万円 21年6月期  6,324百万円

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年6月期 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
25.00 25.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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  有   

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 21,410 3.3 377 173.9 852 44.6 465 49.6 90.65
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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  

（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) 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） 

(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 無
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6月期第3四半期 5,136,600株 21年6月期  5,136,600株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  2,937株 21年6月期  2,937株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第3四半期 5,133,663株 21年6月期第3四半期 5,133,663株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第３四半期累計期間における小売業を取り巻く環境は、企業業績に回復の兆しが見られるものの、依

然として雇用情勢および所得水準の回復が見られず個人消費も低調に推移してまいりました。  

 このような環境の中、当社はお客様の要望される商品の導入・拡充に努め、お客様のご要望にお応えし

た品揃え、お客様を飽きさせない楽しい売場を作るための店舗改装に専念し、お客様に喜ばれる売場作り

に注力してまいりました。  

その結果、既存のお客様の来店頻度が増えたことに加え口コミ等で初めてご来店されるお客様も増え、来

店客数が前年同期比105.5％、客単価が前年同期比98.8％となり売上高は前年同期比104.3％の156億6百万

円となりました。  

 利益は、売上高増に加え、特にお客様の要望で導入した新規商品の販売が好調だったことから売上総利

益率が前年同期より0.8ポイントアップして28.2％となり売上総利益が前年同期比107.3％の44億3百万円

となりました。以上の結果、営業利益が前年同期比646.9％の1億8千1百万円、経常利益が前年同期比

142.0％の5億2千1百万円、四半期純利益は前年同期比139.1％の2億8千3百万円となりました。  
  

（注）当社は営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店、13ヶ月未満の店舗を新店と定義しており、当第3四半期累計

期間においては全店舗（9店舗）が営業開始後13ヵ月を経過しておりますので来店客数、客単価、売上高の各数

値は全店＝既存店となります。 

  

部門別の業績は次のとおりであります。                                 （単位：百万円） 

 
なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

当第３四半期会計期間末における財政状態は、資産合計が前事業年度末に比べ10億4千1百万円増加の

159億4千6百万円となりました。 これは主に現金及び預金の増加とお客様要望商品の導入拡充に伴う棚卸

資産の増加により、流動資産が前事業年度末に比べ7億4千4百万円増加したことと、当社の2号店である加

納店（宮崎県宮崎市）を含むショッピングセンターの土地・建物の所有者が民事再生適用会社となったこ

とに伴い、当社が当該土地・建物を取得したことを主な理由として固定資産が前事業年度末に比べ2億9千

7百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は8億8千6百万円増加の94億6千6百万円となりました。これは主に棚卸資産増加による資金を

短期借入金および買掛金にて調達したことにより流動負債が前事業年度末に比べ7億6千3百万円増加した

ことと、ショッピングセンターの土地・建物の取得資金を長期借入金にて調達したことにより、固定負債

が1億2千3百万円増加したことによるものであります。 

 純資産合計は前事業年度末に比べ1億5千5百万円増加の64億8千万円となりました。これは主に四半期純

利益による利益剰余金の増加であります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

部門別
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増減額
前年 
同期比金額 構成比 金額 構成比

ＤＩＹ用品

7,650 51.1 % 7,876 50.5 % 226 103.0 %
ホビー・木製品、建材、手工具、電
動工具、金物、塗料、接着剤、園芸
資材、薬剤肥料・用土、植物、エク
ステリア用品、石材

家庭用品

4,904 32.8 % 5,245 33.6 % 340 106.9 %家庭用品、日用品、インテリア用
品、電気資材用品、収納用品、住宅
設備用品

カー・レジャー用品
2,413 16.1 % 2,485 15.9 % 71 103.0 %カー用品、アウトドア用品、ペッ

ト、生体、文具

合計 14,968 100.0 % 15,606 100.0 % 638 104.3 %

2. 財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュフローの状況） 

当第３四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ3億6千3百万

円増加し、8億4千4百万円となりました。各キャッシュフローの状況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 

営業活動の結果得られた資金は5億4千6百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が4億9千9

百万円、減価償却費が3億9千8百万円、仕入債務の増額が4億5百万円に対し、棚卸資産の増額が3億9千4百

万円、法人税等の支払額が2億9千1百万円となったこと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 

投資活動の結果使用した資金は、6億1千4百万円となりました。これは主にショッピングセンター取得

により、有形固定資産の取得による支出が4億1千1百万円、投資不動産の取得による支出が3億2千5百万円

とな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 

財務活動の結果得られた資金は4億3千1百万円となりました。これは主にショッピングセンター取得費

用を長期借入金にて調達したことにより、長期借入金の調達額が7億円となり、一方長期借入金の返済に

よる支出が4億4千万円となったことによるものであります。 

  

最近の業績動向を踏まえ、平成22年2月4日公表の平成22年6月期業績予想を修正しております。詳細に

つきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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、前事業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出する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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３四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 850,126 486,925

売掛金 207,968 184,261

たな卸資産 5,444,081 5,049,387

その他 214,698 252,253

流動資産合計 6,716,874 5,972,827

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,839,957 5,049,626

土地 1,749,393 1,941,538

その他（純額） 796,175 912,937

有形固定資産合計 7,385,526 7,904,102

無形固定資産 187,673 194,127

投資その他の資産

敷金及び保証金 466,296 497,621

投資不動産（純額） 861,694 －

その他 351,098 358,546

貸倒引当金 △22,339 △22,339

投資その他の資産合計 1,656,750 833,828

固定資産合計 9,229,951 8,932,058

資産合計 15,946,826 14,904,886

負債の部

流動負債

買掛金 1,614,530 1,209,376

短期借入金 3,519,300 3,003,400

未払法人税等 108,435 233,376

その他 459,740 492,506

流動負債合計 5,702,006 4,938,659

固定負債

長期借入金 3,678,700 3,634,600

その他 86,006 6,841

固定負債合計 3,764,706 3,641,441

負債合計 9,466,712 8,580,101

純資産の部

株主資本

資本金 1,057,500 1,057,500

資本剰余金 1,086,500 1,086,500

利益剰余金 4,333,091 4,177,737

自己株式 △4,629 △4,629

株主資本合計 6,472,461 6,317,107

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,652 7,677

評価・換算差額等合計 7,652 7,677

純資産合計 6,480,113 6,324,785

負債純資産合計 15,946,826 14,904,886
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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)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 14,968,613 15,606,879

売上原価 10,863,786 11,203,774

売上総利益 4,104,827 4,403,105

販売費及び一般管理費 4,076,789 4,221,729

営業利益 28,037 181,376

営業外収益

受取利息 1,079 261

受取配当金 787 592

早期決済奨励金 287,246 291,737

受取手数料 108,201 124,308

投資不動産賃貸料 － 42,367

その他 15,334 10,619

営業外収益合計 412,650 469,887

営業外費用

支払利息 72,082 81,929

投資不動産賃貸費用 － 33,327

その他 1,536 14,664

営業外費用合計 73,618 129,921

経常利益 367,069 521,342

特別損失

固定資産除却損 － 6,119

固定資産売却損 － 15,541

特別損失合計 － 21,661

税引前四半期純利益 367,069 499,681

法人税、住民税及び事業税 139,334 172,407

法人税等調整額 23,855 43,579

法人税等合計 163,189 215,986

四半期純利益 203,879 283,695
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３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 367,069 499,681

減価償却費 313,039 398,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,128 －

受取利息及び受取配当金 △1,867 △854

支払利息 72,082 81,929

早期決済奨励金 △287,246 △291,737

投資不動産賃貸料 － △42,367

投資不動産賃貸費用 － 33,327

固定資産除却損 － 6,119

固定資産売却損益（△は益） － 15,541

売上債権の増減額（△は増加） △22,937 △23,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △324,531 △394,693

仕入債務の増減額（△は減少） 487,700 405,153

未払又は未収消費税等の増減額 △86,065 △17,653

その他 △54,325 △31,622

小計 469,046 638,067

利息及び配当金の受取額 1,867 854

利息の支払額 △71,830 △82,393

早期決済奨励金の受取額 274,599 282,028

法人税等の支払額 △254,381 △291,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 419,300 546,820

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 △1,031,545 △411,973

貸付けによる支出 △100,000 －

投資不動産の取得による支出 － △325,837

投資不動産の賃貸による収入 － 48,351

投資不動産の賃貸に伴う支出 － △21,514

敷金及び保証金の回収による収入 － 31,325

その他 △31,325 64,894

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,162,871 △614,754

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） 1,150,000 300,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △341,850 △440,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △629

配当金の支払額 △128,347 △128,235

財務活動によるキャッシュ・フロー 679,802 431,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,768 363,200

現金及び現金同等物の期首残高 562,170 480,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 498,402 844,026
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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