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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 20,235 0.1 564 3.6 462 9.4 267 11.2
22年2月期第3四半期 20,213 △0.5 545 △26.5 423 △30.7 240 △26.1

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3四半期 55.54 ―
22年2月期第3四半期 48.88 48.87

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3四半期 14,526 2,006 13.8 424.30
22年2月期 13,883 1,833 13.2 366.71

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  2,006百万円 22年2月期  1,833百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成23年2月期の業績予想（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   

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 27,612 3.4 611 10.1 402 2.4 178 ― 37.31



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

平成22年5月25日開催の取締役会において、会社法第165条第3項により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る
事項について決議し、平成22年5月28日付で当社普通株式270,000株を取得致しました。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧下さい。）

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3Q 5,000,000株 22年2月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  270,076株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 4,816,365株 22年2月期3Q 4,920,727株

※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きの対象外であり、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き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 
（将来に関する記述等についての御注意） 
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条件及び業績予想の御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】P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報  

 当第３四半期累計期間における我が国経済は、新興国向け輸出の増加や政府の緊急経済対策が一定の効果を上げた

ことから持ち直しの動きがみられ、景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら雇用環境の回復は見られ

ず、消費者の所得環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 当小売業界におきましては、７月下旬からの記録的な猛暑による季節用品の特需、エコポイント制度や地上デジタ

ル放送への移行に伴う家電製品の販売増加等により好調に推移した分野もありましたが、消費者の生活防衛意識によ

る節約志向・低価格志向は引き続き強く、継続的な消費の回復は見られない状況となっております。 

 このような状況の下、当社では地域のお客様に喜びと満足を提供するために、変化のある売場づくりとサービスの

向上に注力してまいりました。ホームセンター事業におきましては、価格競争からの脱却を進めながら集客力を高め

るためにソフト面の強化を図りました。低価格商品の販売に注力するだけではなく、ガーデニング教室をはじめとす

るハウツー教室の開催や集客力アップを目的とした各種イベントを積極的に実施し、潜在的な需要喚起を進めてまい

りました。また、ペット事業におきましては、楽しく見やすい売場づくりに取組むとともに、ペットの写真コンテス

トや塗り絵コンテスト等のイベントの実施やペットに関するお客様からのご相談に丁寧にお応えするなど、サービス

レベルの向上を図り、固定客づくりに努めました。ペット事業の新規事業所の開設としましては、平成22年７月に東

深津事業所（広島県福山市）、同10月に豊中服部事業所（大阪府豊中市）の２店舗の出店を行っております。また、

既存店の収益力の維持・強化を図るために、ホームセンター事業１店舗の店舗改装及び自転車専門店１店舗の移転オ

ープン、ペット事業３店舗の店舗改装を実施致しました。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は20,235百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益は564百

万円（同3.6％増）、経常利益は462百万円（同9.4％増）、四半期純利益は267百万円（同11.2％増）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、夏季が猛暑であったことに加え、秋季の気温の低下が例年よりも早かっ

たことから季節用品や灯油等の販売が好調に推移致しました。また、集客力向上のためのハウツー教室やイベン

トを積極的に行い、売上高の底上げを図りましたが、節約志向による買い替え需要の低下から、耐久消費財であ

る家具及び収納用品・インテリア等の売上高は低迷致しました。これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高

は14,056百万円（前年同期比2.1％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、トリミング・ペットホテル等のサービス部門が堅調に推移しており、また改装を

実施した店舗の業績も順調に回復しております。一方で、消費マインドの低下から販売が低迷している生体や用

品については引続き低調に推移致しました。売上高の確保を行うための施策としまして、集客のためのイベント

実施、商品の機能や品質をアピールした売場作り等を実現することで集客力の向上を進めてまいりました。これ

らの結果、当事業年度の新規出店並びに前事業年度にオープンした店舗の寄与もあり、当第３四半期累計期間の

売上高は6,179百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

  

（２）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642百万円増加し14,526百万円と

なりました。この主な要因は、季節の変動等に伴う商品の増加451百万円、現金及び預金の増加288百万円、売掛

金の増加44百万円、新規事業所開設に伴う敷金及び保証金の増加28百万円等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469百万円増加し12,519百万円と

なりました。この主な要因は、季節の変動等に伴う買掛金の増加671百万円、未払法人税等の増加132百万円等に

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173百万円増加し2,006百万円

となりました。この主な要因は、第３四半期純利益267百万円の計上に対し、剰余金の配当35百万円及び自己株

式取得の46百万円等を行ったことによるものであります。  

  

１．当四半期の業績等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、1,166百万円となり、前

年同四半期会計期間末と比較して37百万円増加致しました。 

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３四半累計期間において営業活動により得られた資金は、941百万円となり、前年同四半期累計期間と比

較して338百万円増加致しました。これは、税引前四半期純利益466百万円、減価償却費270百万円及び仕入債務

の増加額671百万円に対し、売上債権の増加額44百万円、たな卸資産の増加額450百万円及び法人税等の支払額70

百万円、役員退職慰労金の支払額44百万円の支出を行ったこと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）  

 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、247百万円となり、前年同四半期累計期間と

比較して256百万円減少致しました。これは、有形固定資産の取得による支出197百万円、長期貸付けによる支出

36百万円、敷金及び保証金の差入による支出34百万円に対し、長期貸付金の回収による収入21百万円があったこ

と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）  

 当第３四半期累計期間において財務活動により使用した資金は、405百万円となり、前年同四半期累計期間と

比較して564百万円増加致しました。これは、主に長期借入れによる収入2,400百万円に対し、短期借入金の純減

額400百万円、長期借入金の返済による支出2,313百万円及び自己株式の取得による支出46百万円があったこと等

によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の国内景気の見通しにつきましては、政府の経済対策による個人消費の回復等が期待されますが、急激な円高

による輸出関連企業の業績低迷とデフレの長期化は避けられない状況となっており、依然として経済環境は先行き不

透明な状況で推移することが予想されます。 

 平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年４月９日に発表致しました「平成22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致します。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。  

  

（２）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。  

  

（３）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11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,166,980 878,537

受取手形及び売掛金 174,592 130,043

商品及び製品 2,971,172 2,520,054

原材料及び貯蔵品 19,931 20,502

その他 708,402 772,878

貸倒引当金 △5,552 △5,301

流動資産合計 5,035,527 4,316,717

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,965,277 2,993,436

構築物（純額） 237,693 252,817

車両運搬具（純額） 67 192

工具、器具及び備品（純額） 372,717 378,095

土地 2,459,310 2,459,310

リース資産（純額） 38,519 26,636

建設仮勘定 － 5,289

有形固定資産合計 6,073,587 6,115,778

無形固定資産 41,225 32,593

投資その他の資産   

長期貸付金 1,214,063 1,266,155

敷金及び保証金 1,499,354 1,471,104

その他 746,087 770,386

貸倒引当金 △83,652 △89,160

投資その他の資産合計 3,375,853 3,418,485

固定資産合計 9,490,665 9,566,858

資産合計 14,526,193 13,883,575
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,737,246 1,066,069

短期借入金 200,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 2,761,816 2,726,502

未払法人税等 152,220 20,000

ポイント引当金 447,786 440,395

その他 680,583 697,961

流動負債合計 5,979,652 5,550,928

固定負債   

長期借入金 6,222,224 6,187,215

退職給付引当金 21,532 25,936

その他 295,883 285,964

固定負債合計 6,539,639 6,499,117

負債合計 12,519,292 12,050,046

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,900 326,900

資本剰余金 397,940 397,940

利益剰余金 1,342,156 1,109,668

自己株式 △46,182 －

株主資本合計 2,020,814 1,834,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,912 △978

評価・換算差額等合計 △13,912 △978

純資産合計 2,006,901 1,833,529

負債純資産合計 14,526,193 13,883,575
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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21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 20,213,790 20,235,668

売上原価 14,105,747 14,067,334

売上総利益 6,108,042 6,168,333

その他の営業収入   

賃貸収入 287,594 284,807

その他 291,710 301,308

その他の営業収入合計 579,304 586,115

営業総利益 6,687,347 6,754,449

販売費及び一般管理費 6,142,065 6,189,452

営業利益 545,282 564,996

営業外収益   

受取利息 12,764 12,530

受取配当金 2,408 2,408

受取手数料 10,463 9,874

補助金収入 － 11,819

その他 15,499 9,737

営業外収益合計 41,135 46,370

営業外費用   

支払利息 147,289 130,213

支払手数料 14,438 13,406

その他 1,601 4,810

営業外費用合計 163,329 148,430

経常利益 423,088 462,936

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,256

特別利益合計 － 5,256

特別損失   

固定資産除却損 5,387 1,474

特別損失合計 5,387 1,474

税引前四半期純利益 417,701 466,718

法人税等 177,159 199,229

四半期純利益 240,541 267,488
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（第３四半期会計期間）

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

売上高 6,483,530 6,609,314

売上原価 4,546,264 4,586,877

売上総利益 1,937,265 2,022,436

その他の営業収入   

賃貸収入 95,654 93,442

その他 100,012 102,584

その他の営業収入合計 195,667 196,027

営業総利益 2,132,932 2,218,463

販売費及び一般管理費 2,062,242 2,072,037

営業利益 70,690 146,426

営業外収益   

受取利息 4,224 4,152

受取配当金 2,100 1,500

受取手数料 3,725 3,624

その他 1,911 3,220

営業外収益合計 11,961 12,496

営業外費用   

支払利息 47,856 42,009

支払手数料 1,762 1,708

その他 640 1,436

営業外費用合計 50,259 45,153

経常利益 32,391 113,769

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 171

特別利益合計 － 171

特別損失   

固定資産除却損 8 276

特別損失合計 8 276

税引前四半期純利益 32,383 113,663

法人税等 14,921 49,059

四半期純利益 17,461 64,603
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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21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22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 417,701 466,718

減価償却費 315,835 270,427

ポイント引当金の増減額（△は減少） 26,471 7,391

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20 △4,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,402 △5,256

受取利息及び受取配当金 △15,172 △14,938

支払利息 147,289 130,213

長期貸付金の家賃相殺額 82,214 76,064

固定資産除売却損益（△は益） 3,991 1,474

売上債権の増減額（△は増加） △53,368 △44,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △465,677 △450,546

仕入債務の増減額（△は減少） 593,397 671,177

未払金の増減額（△は減少） △51,863 △27,375

その他 △11,997 110,453

小計 997,203 1,186,849

利息及び配当金の受取額 2,489 2,418

利息の支払額 △153,961 △132,628

法人税等の支払額 △242,973 △70,365

役員退職慰労金の支払額 － △44,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 602,757 941,423

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 △197,351

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 △36,474

長期貸付金の回収による収入 21,972 21,736

敷金及び保証金の差入による支出 △93,712 △34,256

敷金及び保証金の回収による収入 14,500 3,840

関係会社株式の取得による支出 △15,000 △5,000

その他 － △105

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,282 △247,610

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 △400,000

長期借入れによる収入 2,750,000 2,400,000

長期借入金の返済による支出 △2,165,037 △2,313,411

株式の発行による収入 40,728 －

自己株式の取得による支出 － △46,182

配当金の支払額 △62,002 △34,864

リース債務の返済による支出 △4,178 △10,911

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,510 △405,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,985 288,442

現金及び現金同等物の期首残高 871,388 878,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,129,373 1,166,980
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 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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