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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年8月20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 ％

23年2月期第2四半期 14,430 △1.3 300 86.6 272 110.8 92 608.1
22年2月期第2四半期 14,615 0.5 160 64.9 129 72.9 13 ―

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

23年2月期第2四半期 17.58 ―

22年2月期第2四半期 2.48 ―

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

23年2月期第2四半期 18,289 4,363 23.9 826.52
22年2月期 17,566 4,361 24.8 826.11

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  4,363百万円 22年2月期  4,361百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年2月期 ― ― ― 10.00 10.00

23年2月期 ― ―

23年2月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 29,600 1.8 430 7.8 380 18.2 130 19.9 24.62



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載の業績予想は、当社が現時点で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作成したものであり、多分に不確
定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年2月期2Q  5,280,000株 22年2月期  5,280,000株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  449株 22年2月期  359株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  5,279,605株 22年2月期2Q  5,279,641株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報…………………………………………………………………………２

（１）連結経営成績に関する定性的情報………………………………………………………………………………２

（２）連結財政状態に関する定性的情報………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想に関する定性的情報………………………………………………………………………………３

２．その他の情報……………………………………………………………………………………………………………３

（１）重要な子会社の異動の概要………………………………………………………………………………………３

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要……………………………………………………………………３

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要……………………………………………………………３

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要……………………………………………………………………３

３．四半期連結財務諸表……………………………………………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表……………………………………………………………………………………………４

（２）四半期連結損益計算書……………………………………………………………………………………………６

（第２四半期連結累計期間）………………………………………………………………………………………６

（第２四半期連結会計期間）………………………………………………………………………………………７

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書…………………………………………………………………………８

（４）継続企業の前提に関する注記……………………………………………………………………………………９

（５）セグメント情報……………………………………………………………………………………………………９

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記……………………………………………………………９

４．補足情報…………………………………………………………………………………………………………………10 

（１）販売の状況…………………………………………………………………………………………………………10 

株式会社サンワドー （7430） 平成23年２月期第２四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年２月21日～８月20日）における国内経済は、４～６月期の実質国内総生産

（ＧＤＰ）速報値成長率0.4％と横這いで、１～３月期数値（1.2％）に比べると下落しており、低調に推移しまし

た。後半７～８月の猛暑の影響でそれに関わる消費の向上が若干みられたものの、依然、個人消費や設備投資とい

った内需は弱く、本格的な回復傾向には至っておりません。また当社グループの営業基盤である青森県、北海道に

おける景況は、未だに有効求人倍率、失業率とも全国平均を下回り低迷しており、第２四半期連結累計期間を通し

消費行動の節約志向から、個人消費も相変わらず冷え込んでおります。 

 このような経済情勢の中、ホームセンター業界は、店舗数、売り場面積が前年に比べて増加する一方で、価格競

争は更に低価格化が進み、経営環境は非常に厳しい状況が続いております。 

 このような中で当社グループ店舗については、昨年行ったザ・サンワ弘前樋の口店の食品強化を中心とした改装

後の売上が好調のため、平成22年５月に登別店、７月はザ・サンワ柏店、さらに８月には八食店とむつ店の改装を

行い、売上確保に努めました。 

 この結果、第２四半期連結累計期間の売上は食品部門が前年同期比17.0％、家電部門が前年同期比0.2％増加し

たものの、その他の部門（カー、リビング、ペット＆グリーン、ＤＩＹ等）の減収をカバーできず、14,430百万円

（前年同期比1.3％減）となりました。 

 営業利益は300百万円（前年同期比86.6％増）、経常利益は272百万円（前年同期比110.8％増）と増益になりま

した。これは、価格引下げでの集客強化戦略を展開したことから売上総利益が前年同期比８百万円減少しました

が、昨年から継続的に取り組みをしている人時生産性向上による人件費の節減、広告宣伝費の見直しなど、販売費

及び一般管理費を147百万円削減したことによります。四半期純利益は、第１四半期連結会計期間に適格年金制度

を廃止し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行したことにより、退職給付制度終了損として105百万円の

特別損失を計上しましたが、92百万円（前年同期は13百万円の四半期純利益）の黒字となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ722百万円増加し、18,289百万円とな

りました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ681百万円増加し、5,852百万円となりました。主に、現金及び預金が

496百万円、商品及び製品が82百万円の増加によるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ325百万円増加し、9,413百万円となりました。主に、借入金の純額524百

万円の減少がありましたが、食品部門強化による仕入高増により、支払手形及び買掛金が749百万円の増加による

ものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ395百万円増加し、4,512百万円となりました。主に、運転資金調達による

社債150百万円、長期借入金122百万円の増加、確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行に伴ない、退職給付引

当金が121百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、4,363百万円となりました。主に、その他有価証券評価差

額金37百万円減少しましたが、利益剰余金が40百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は23.9％となりました。 

  

２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は787百万円となり、前連結会計年度末比469百

万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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） 

 営業活動の結果獲得した資金は963百万円（前年同期は1,368百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、たな卸資産の増加82百万円、売上債権の増加66百万円ありましたが、仕入債務の増加額748百万

円、税金等調整前四半期純利益167百万円、退職給付制度終了損105百万円、減価償却費97百万円等によるもので

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、131百万円（前年同期は137百万円の使用）となりました。 

 これは主に、敷金及び保証金の回収による収入149百万円、投資有価証券の売却による収入67百万円がありまし

たが、投資有価証券の取得による支出154百万円、有形固定資産の取得による支出104百万円、敷金及び保証金の差

入による支出52百万円等によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、358百万円（前年同期は917百万円の使用）となりました。 

 これは主に、社債の純増104百万円がありましたが、長・短借入金の純減402百万円、配当金の支払額52百万円等

によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年４月５日発表の平成23年２月期の通期業績予想につきましては、公表いたしました数値に変更はありま

せん。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。  

・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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 837,713 340,944

受取手形及び売掛金 398,376 328,958

有価証券 30,000 －

商品及び製品 4,381,237 4,298,682

繰延税金資産 70,255 62,170

その他 136,009 141,343

貸倒引当金 △1,053 △1,119

流動資産合計 5,852,538 5,170,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,355,835 2,298,449

土地 5,460,062 5,459,300

その他（純額） 80,923 60,610

有形固定資産合計 7,896,821 7,818,361

無形固定資産 22,993 23,718

投資その他の資産   

投資有価証券 885,249 884,450

敷金及び保証金 3,096,651 3,193,204

繰延税金資産 149,285 83,563

その他 396,854 403,727

貸倒引当金 △11,025 △11,092

投資その他の資産合計 4,517,015 4,553,853

固定資産合計 12,436,829 12,395,932

資産合計 18,289,368 17,566,913

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,932,816 3,183,792

短期借入金 1,880,000 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 1,861,136 2,905,696

1年内償還予定の社債 880,000 910,000

未払法人税等 139,531 88,200

賞与引当金 29,605 29,605

役員賞与引当金 7,100 7,100

ポイント引当金 62,665 60,756

その他 620,485 542,939

流動負債合計 9,413,340 9,088,089

固定負債   

社債 1,290,000 1,140,000

長期借入金 2,831,905 2,709,753

退職給付引当金 206,988 85,252

役員退職慰労引当金 68,900 72,870

その他 114,597 109,385

固定負債合計 4,512,390 4,117,260

負債合計 13,925,731 13,205,349
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 704,025 704,025

資本剰余金 747,805 747,805

利益剰余金 2,947,856 2,907,817

自己株式 △215 △163

株主資本合計 4,399,471 4,359,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,834 2,079

評価・換算差額等合計 △35,834 2,079

純資産合計 4,363,637 4,361,563

負債純資産合計 18,289,368 17,566,913
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 14,615,311 14,430,109

売上原価 11,547,429 11,370,615

売上総利益 3,067,882 3,059,493

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,108,631 1,042,375

広告宣伝費 206,495 187,569

不動産賃借料 514,359 483,569

賞与引当金繰入額 29,290 29,605

役員賞与引当金繰入額 － 7,100

ポイント引当金繰入額 54,508 62,665

退職給付費用 11,758 18,084

その他 981,923 928,257

販売費及び一般管理費合計 2,906,966 2,759,227

営業利益 160,915 300,265

営業外収益   

受取利息 5,692 5,876

受取配当金 4,769 9,384

不動産賃貸料 15,631 14,477

その他 36,793 41,534

営業外収益合計 62,886 71,272

営業外費用   

支払利息 74,271 64,573

社債発行費償却 9,039 15,645

支払保証料 5,208 3,666

その他 6,126 15,420

営業外費用合計 94,646 99,305

経常利益 129,155 272,233

特別利益   

固定資産売却益 41 －

投資有価証券売却益 － 1

役員退職慰労引当金戻入額 － 930

貸倒引当金戻入額 － 277

特別利益合計 41 1,208

特別損失   

固定資産除却損 9,049 －

たな卸資産評価損 93,842 －

ゴルフ会員権評価損 1,400 －

減損損失 8,489 －

退職給付制度終了損 － 105,591

その他 247 －

特別損失合計 113,029 105,591

税金等調整前四半期純利益 16,166 167,851

法人税、住民税及び事業税 15,895 131,000

法人税等調整額 △12,839 △55,984

法人税等合計 3,055 75,015

四半期純利益 13,111 92,835
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 7,572,873 7,656,917

売上原価 6,017,223 6,077,725

売上総利益 1,555,649 1,579,191

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 556,763 528,806

広告宣伝費 105,901 99,743

不動産賃借料 259,316 242,878

賞与引当金繰入額 － 29,605

役員賞与引当金繰入額 － 3,549

ポイント引当金繰入額 54,508 62,665

退職給付費用 5,879 7,058

その他 476,678 419,738

販売費及び一般管理費合計 1,459,048 1,394,046

営業利益 96,601 185,145

営業外収益   

受取利息 2,356 2,721

受取配当金 4,551 9,096

不動産賃貸料 6,233 5,277

その他 20,200 26,094

営業外収益合計 33,341 43,189

営業外費用   

支払利息 34,187 31,840

支払保証料 2,697 1,755

その他 4,660 12,389

営業外費用合計 41,546 45,985

経常利益 88,396 182,349

特別利益   

固定資産売却益 41 －

投資有価証券売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 333 153

役員賞与引当金戻入額 3,550 －

特別利益合計 3,924 154

特別損失   

固定資産除却損 8,810 －

ゴルフ会員権評価損 1,400 －

その他 106 －

特別損失合計 10,316 －

税金等調整前四半期純利益 82,004 182,504

法人税、住民税及び事業税 △1,234 76,559

法人税等調整額 47,304 △1,731

法人税等合計 46,070 74,827

四半期純利益 35,934 107,676
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20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 16,166 167,851

減価償却費 96,981 97,655

減損損失 8,489 －

退職給付制度終了損 － 105,591

固定資産売却損益（△は益） 87 －

固定資産除却損 9,049 －

たな卸資産評価損 93,842 －

ゴルフ会員権評価損 1,400 －

売上債権の増減額（△は増加） △90,634 △66,530

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,589 △82,555

仕入債務の増減額（△は減少） 1,021,113 748,248

その他 145,624 110,000

小計 1,420,709 1,080,262

利息及び配当金の受取額 10,012 14,111

利息の支払額 △71,840 △68,391

保険金の受取額 70 13,426

法人税等の支払額 △11,611 △76,258

法人税等の還付額 21,233 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368,574 963,150

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 △34,971 △104,346

投資有価証券の取得による支出 △148,864 △154,510

投資有価証券の売却による収入 － 67,975

敷金及び保証金の差入による支出 △53,347 △52,982

敷金及び保証金の回収による収入 111,121 149,322

その他 △11,803 △37,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,864 △131,557

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 860,000 1,415,000

短期借入金の返済による支出 △2,010,000 △895,000

長期借入れによる収入 1,000,000 1,215,000

長期借入金の返済による支出 △639,928 △2,137,408

社債の発行による収入 490,960 584,354

社債の償還による支出 △560,000 △480,000

配当金の支払額 △52,844 △52,751

その他 △6,130 △7,859

財務活動によるキャッシュ・フロー △917,943 △358,664

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,692 △3,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,458 469,643

現金及び現金同等物の期首残高 273,494 318,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 587,953 787,861
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月21日 至 平成21年８月20日）及び当第２四半連結累計期間 

（自 平成22年２月21日 至 平成22年８月20日） 

 小売業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び営業利益に占める割合がいずれも90％

 超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月21日 至 平成21年８月20日）及び当第２四半連結累計期間 

（自 平成22年２月21日 至 平成22年８月20日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月21日 至 平成21年８月20日）及び当第２四半連結累計期間 

（自 平成22年２月21日 至 平成22年８月20日） 

 海外売上高がないため、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）セグメント情報

（６）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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（１）販売の状況 

   当四半期における部門別・商品別販売実績は次のとおりであります。 

                                         （単位：千円、％） 

  

（注）１．数量については取扱商品が多岐にわたり数量表示が困難なため記載を省略いたしました。  

   ２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．小売部門の商品別の各構成内容は、次のとおりであります。  

(1) リビング  

 （日用雑貨、季節・催事用品、家庭用品、衣料・服飾、文具、インテリア、シューズ、玩具、 

  ＣＤ、100円ショップ、たばこ） 

(2) ペット＆グリーン  

 （園芸用品、ペット用品）  

(3) カー・レジャー用品  

 （カー用品、釣り用品、スポーツ・レジャー用品、自転車）  

(4) 食品  

 （食品、業務スーパー、酒）  

(5) ＤＩＹ  

 （大工用品、エクステリア用品、リフォーム）  

(6) 家電  

(7) ブランド  

(8) その他  

  

４．補足情報

区  分 

前年同四半期 

（平成22年２月期 

第２四半期） 

当四半期 

（平成23年２月期 

第２四半期） 
前 年 

同期比 

（参考）前期 

（平成22年２月期） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

小 

売 

リ ビ ン グ 3,593,194 24.6 3,469,848 24.0 96.6 7,117,318 24.5

ペット＆グリーン 2,473,053 16.9 2,316,102 16.1 93.7 4,415,663 15.2

カ ー ・ レ ジ ャ ー 2,178,291 14.9 1,993,088 13.8 91.5 4,254,275 14.6

食 品 2,867,002 19.6 3,354,071 23.2 117.0 5,845,694 20.1

Ｄ Ｉ Ｙ 1,167,876 8.0 1,080,415 7.5 92.5 2,260,907 7.8

家 電 979,750 6.7 981,471 6.8 100.2 2,347,430 8.1

ブ ラ ン ド 765,639 5.3 662,224 4.6 86.5 1,596,368 5.5

そ の 他 368,729 2.5 334,076 2.3 90.6 755,518 2.6

小売計 14,393,537 98.5 14,191,298 98.3 98.6 28,593,177 98.4

卸売 221,773 1.5 238,810 1.7 107.7 473,113 1.6

合計 14,615,311 100.0 14,430,109 100.0 98.7 29,066,291 100.0
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