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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3月1日～平成22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 ％

23年2月期第2四半期 24,094 △3.4 455 △19.3 355 △24.3 155 ―
22年2月期第2四半期 24,940 ― 564 ― 469 ― △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

23年2月期第2四半期 7.68 ―
22年2月期第2四半期 △0.15 ―

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 34,991 11,046 31.6 546.93
22年2月期 33,474 10,940 32.7 541.54

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  11,046百万円 22年2月期  10,940百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年2月期 ― 2.00
23年2月期 

（予想）
― 2.00 4.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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   

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 47,100 △1.6 480 26.3 270 61.7 40 ― 1.98



(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条件およ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）２ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 20,827,911株 22年2月期  20,827,911株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  629,704株 22年2月期  626,269株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 20,200,030株 22年2月期2Q 20,205,857株
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（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におけるわが国経済は、内閣府の公表によれば持ち直しの動きも見られるものの、

雇用・所得環境の悪化により消費マインドもデフレ志向にあり、個人消費は依然として低迷した状況となってお

ります。 

 ホームセンター業界におきましても、消費者の節約志向を背景にした消費の低迷による内需の弱さから、経営

環境は厳しい状況が続いております。 

 このような経済情勢のもと、引続き当社は「農業、園芸、資材、工具、ワーキングの専門店である」ことを基

軸とした商品政策およびサービスの強化を図ってきました。また、チラシやポイント付与などの販促費用等の見

直し削減にも取り組んで参りました。しかしながら、夏物商品の順調な販売に支えられたものの、春先から続い

た低温と夏の記録的な猛暑により秋物商品の出足が鈍く、当第２四半期連結累計期間の営業収益(売上高および

営業収入)は昨年実績を下回る結果となりました。 

 店舗につきましては、当第２四半期連結累計期間で、ホームセンター３店の開店及び１店の増床と全面改装３

店を実施し、２店を閉店いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間の営業収益(売上高および営業収入)は240億９千４百万円で前年同期比８億４千６

百万円（3.4％）減少しました。売上高は、232億１千６百万円で前年同期比８億２千８百万円（3.4％）の減

少、営業収入は８億７千７百万円で前年同期比１千７百万円（1.9％）減少しました。 

 損益面では、営業収益の減少により、営業利益は４億５千５百万円で前年同期比１億９百万円（19.3％）の減

少、経常利益は３億５千５百万円で前年同期比１億１千３百万円（24.3％）の減少となりました。四半期純利益

につきましては、１億５千５百万円で前年同期比１億５千８百万円（前年同四半期は３百万円の四半期純損失）

の増加となりました。 

 第３四半期以降におきましては、店舗の新設２店、増床１店を予定しており、売上高の増加と、収益の向上に

努めてまいります。 

  

  

（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の財政状態は、前連結会計年度末と比較し、総資産が15億１千７百万円、負債が

14億１千万円、純資産が１億６百万円それぞれ増加しました。 

 総資産は、期間末日の借入のため現金及び預金が14億５千６百万円増加したほか、商品の季節的な増加５千９

百万円などから15億１千７百万増加しました。 

 負債は、長短借入金が７億９千８百万円、リース債務が１億５千９百万円、仕入債務が２億１千１百万円それ

ぞれ増加したことなどから14億１千万円増加しました。 

 純資産は、四半期純利益による１億５千５百万円の増加と、その他有価証券評価差額金の７百万円の減少及び

剰余金の配当４千万円を実施したことなどから１億６百万円増加しました。 

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の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より14億５

千６百万円増加し25億７千３百万円となりました。その主な要因は以下のとおりであります。 

（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３億３千７百万円、仕入債務の増加２億１千１百円をはじめ、減価償却費４億８

千万円等の非資金費用による資金の増加により、11億４百万円の資金の増加（前年同四半期は６億５百万円の

資金の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形・無形固定資産の取得３億２千３百万円等から、３億４千万円の支出（前年同四半期は４億９千万円の

支出）となりました。支出の主な内容は、店舗の新規出店、増床及び改装等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） 

 長期借入金41億円、短期借入金８億３千万円の調達に対し、長期借入金41億３千１百万円、リース債務６千

５百万円の返済及び配当金の支払４千万円等により、６億９千２百万円の収入（前年同四半期は９億円の収

入）となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成22年４月９日決算短信において公表しました予想から変更しております。

詳細につきましては、平成22年10月１日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（四半期連結損益計算書） 

 前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に表示しておりました「店舗閉鎖損失引当金繰入

額」は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に表示しておりました「店舗閉鎖損失引当金繰入

額」は31,600千円であります。  

  

（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31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28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,576,999 1,120,965

受取手形及び売掛金 126,134 115,551

商品 11,340,181 11,280,438

貯蔵品 29,309 29,904

その他 901,977 983,118

貸倒引当金 △139 △182

流動資産合計 14,974,462 13,529,794

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,617,646 21,597,383

減価償却累計額 △13,961,187 △13,769,039

建物及び構築物（純額） 7,656,458 7,828,343

土地 5,320,175 5,320,175

その他 3,050,099 2,642,363

減価償却累計額 △2,047,827 △1,907,471

その他（純額） 1,002,272 734,892

有形固定資産合計 13,978,905 13,883,411

無形固定資産 887,638 895,395

投資その他の資産 5,150,403 5,165,620

固定資産合計 20,016,947 19,944,427

資産合計 34,991,410 33,474,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,882,943 6,671,924

短期借入金 3,222,628 5,392,818

未払法人税等 188,580 55,243

引当金 334,060 279,619

その他 1,147,010 1,072,884

流動負債合計 11,775,221 13,472,490

固定負債   

長期借入金 9,264,525 6,295,376

退職給付引当金 1,805,083 1,755,479

その他 1,099,650 1,010,860

固定負債合計 12,169,258 9,061,715

負債合計 23,944,480 22,534,205
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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31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28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,224,255 4,224,255

資本剰余金 3,999,241 3,999,241

利益剰余金 2,931,647 2,816,816

自己株式 △110,858 △110,455

株主資本合計 11,044,286 10,929,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,643 10,158

評価・換算差額等合計 2,643 10,158

純資産合計 11,046,929 10,940,016

負債純資産合計 34,991,410 33,474,222
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 24,045,558 23,216,572

売上原価 17,386,184 16,825,632

売上総利益 6,659,374 6,390,939

営業収入 895,174 877,748

不動産賃貸収入 247,948 237,599

業務受託収入 647,226 640,149

営業総利益 7,554,548 7,268,688

販売費及び一般管理費 6,989,912 6,813,300

営業利益 564,636 455,388

営業外収益   

受取利息 13,389 14,898

受取手数料 5,302 3,793

その他 24,970 24,656

営業外収益合計 43,662 43,348

営業外費用   

支払利息 120,855 135,470

シンジケートローン手数料 2,520 1,512

その他 15,759 6,384

営業外費用合計 139,136 143,367

経常利益 469,162 355,369

特別利益   

固定資産売却益 3,193 8,927

収用補償金 1,536 －

その他 36 42

特別利益合計 4,766 8,970

特別損失   

固定資産売却損 19 62

固定資産除却損 69,618 3,495

投資有価証券評価損 － 8,391

減損損失 181,001 －

商品評価損 48,860 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 14,400

その他 31,600 －

特別損失合計 331,099 26,349

税金等調整前四半期純利益 142,829 337,990

法人税、住民税及び事業税 155,670 161,926

法人税等調整額 △9,766 20,828

法人税等合計 145,903 182,755

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,074 155,234
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 11,734,101 11,518,799

売上原価 8,438,241 8,276,489

売上総利益 3,295,860 3,242,310

営業収入 434,309 431,686

不動産賃貸収入 121,821 116,150

業務受託収入 312,487 315,535

営業総利益 3,730,169 3,673,996

販売費及び一般管理費 3,554,086 3,399,376

営業利益 176,083 274,620

営業外収益   

受取利息 7,339 8,126

受取手数料 2,407 2,445

その他 14,587 10,814

営業外収益合計 24,334 21,386

営業外費用   

支払利息 59,190 63,147

シンジケートローン手数料 1,260 756

その他 4,230 2,847

営業外費用合計 64,682 66,750

経常利益 135,736 229,256

特別利益   

固定資産売却益 73 8,818

収用補償金 1,107 －

その他 21 3

特別利益合計 1,201 8,822

特別損失   

固定資産売却損 19 62

固定資産除却損 14,383 1,815

投資有価証券評価損 － 7,527

減損損失 181,001 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 14,400

その他 31,600 －

特別損失合計 227,003 23,805

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△90,066 214,272

法人税、住民税及び事業税 57,521 86,190

法人税等調整額 △2,269 17,826

法人税等合計 55,251 104,017

四半期純利益又は四半期純損失（△） △145,317 110,255
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 142,829 337,990

減価償却費 451,397 480,046

減損損失 181,001 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,131 26,504

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,418 49,604

受取利息及び受取配当金 △14,820 △18,441

支払利息 120,855 135,470

固定資産売却損益（△は益） △3,174 △8,864

固定資産除却損 69,618 3,495

収用補償金 △1,536 －

売上債権の増減額（△は増加） △18,059 △10,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △262,140 △59,147

仕入債務の増減額（△は減少） 121,319 211,019

その他 62,566 132,098

小計 930,411 1,279,149

収用補償金の受取額 1,536 －

利息及び配当金の受取額 3,971 6,021

利息の支払額 △133,972 △149,723

法人税等の支払額 △196,294 △31,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 605,652 1,104,003

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △511,882 △323,619

固定資産の売却による収入 4,159 24,742

投資有価証券の取得による支出 △13,391 △1,540

貸付金の回収による収入 12,403 12,149

その他 18,409 △51,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △490,300 △340,185

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） △470,000 830,000

長期借入れによる収入 2,500,000 4,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,075,784 △4,131,041

リース債務の返済による支出 △12,084 △65,848

自己株式の取得による支出 △873 △402

配当金の支払額 △40,419 △40,491

財務活動によるキャッシュ・フロー 900,838 692,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,016,189 1,456,034

現金及び現金同等物の期首残高 725,686 1,117,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,741,876 2,573,999
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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３月１日 至 平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 

平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

 当社及び連結子会社は、主として住関連用品の販売をしており、当該セグメントの売上高、営業利益の金額

が、それぞれ全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額の90％を超えているため、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３月１日 至 平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 

平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

当社及び連結子会社において、「本邦以外」の取引は発生していないため、開示の対象となる事項はありませ

ん。 

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 

平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

 当社及び連結子会社において、「海外売上高」は発生していないため、開示の対象となる事項はありません。

  

該当事項はありません。 

  

商品別売上高 

（単位：千円）

（注）１ ホームセンター事業の各部門の内容は次のとおりであります。 

２ 当第２四半期連結累計期間より、ホームセンター事業の各部門の呼称のみを変更しており、これによる事

業部門別の業績については、区分変更及び組み替えを行っておりません。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（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

４．補足情報

              期別  
  部門別 

前第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)

当第２四半期 
連結累計期間 

(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

(参考)前期 
  

(平成22年2月期) 

金額 金額 金額 

売上高 

家庭雑貨・家庭電器  8,645,719  8,366,568  17,452,167

園芸農業・資材工具  10,130,398  9,665,422  17,812,936

趣味・嗜好  4,169,226  4,142,650  8,606,008

その他  6,862  6,325  12,791

ホームセンター事業合計  22,952,206  22,180,968  43,883,903

その他の事業  1,093,351  1,035,604  2,228,016

売上高合計  24,045,558  23,216,572  46,111,919

営業収入 

ホームセンター事業  889,504  872,366  1,734,844

その他の事業  5,669  5,382  11,234

営業収入合計  895,174  877,748  1,746,078

営業収益（売上高及び営業収入合計）  24,940,733  24,094,321  47,857,998

家庭雑貨・家庭電器 台所用品、家庭用品、日用消耗品、家電製品、寝装・インテリア、ドラッグ等 

園芸農業・資材工具 家庭園芸用品、農業用品、工具・建築金物、塗料・作業用品等 

趣味・嗜好 ペット用品、カー・レジャー用品、オフィス・店舗用品等 

その他 消耗品等 
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