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1.  平成23年8月期第1四半期の業績（平成22年9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8月期第1四半期 37,144 9.1 2,916 46.2 3,371 55.2 1,757 41.4
22年8月期第1四半期 34,037 1.1 1,995 △37.4 2,171 △24.8 1,242 △19.5

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8月期第1四半期 35.50 ―

22年8月期第1四半期 25.10 25.10

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8月期第1四半期 207,875 164,802 79.3 3,328.75
22年8月期 203,683 163,704 80.4 3,306.59

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  164,781百万円 22年8月期  163,685百万円

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8月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

23年8月期 ―

23年8月期 
（予想）

17.50 ― 17.50 35.00

3.  平成23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

74,863 8.9 6,617 73.0 7,320 63.1 3,920 51.2 79.18

通期 154,350 8.1 14,422 38.4 15,781 36.1 8,819 40.0 178.15



(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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年8月期1Q 51,389,104株 22年8月期  51,389,104株

② 期末自己株式数 23年8月期1Q  1,886,734株 22年8月期  1,886,561株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 49,502,475株 22年8月期1Q 49,503,824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おりません。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第1四半期におけるわが国経済は、アジア経済の成長や政府による経済対策の効果に支えられ、一部

の業種においては企業収益の改善がみられるものの、依然として雇用情勢は厳しい状態にあり、さらに円

高とデフレの影響が懸念されるなど景気の先行き不透明感が払拭されない状況が続いております。 

 小売業界におきましては、個人消費は伸び悩み、業種業態を問わない企業間競争の激化がさらに継続し

ており、非常に厳しい経営環境となっております。 

 このような状況のもと当社は、お客様に信頼される「商品」及び「サービス」の提供ができるよう「基

本の徹底」と「変化への対応」を基本方針とした営業活動を継続してまいりました。 

 店舗の状況といたしましては、平成22年10月7日にホームズ仙川店(東京都調布市)を開店いたしまし

た。 

 売上高につきましては、371億4千4百万円(前年同四半期比9.1％増)、売上総利益121億5千4百万円(前年

同四半期比10.6%増)、売上総利益率32.7％(前年同四半期比0.4ポイント増)となりました。 

 また、販売費及び一般管理費は、新規出店の費用等もあり92億3千7百万円(前年同四半期比2.7%増)、対

売上高比率は24.9%(前年同四半期比1.6ポイント減)となりました。 

 この結果、営業利益29億1千6百万円(前年同四半期比46.2%増)、経常利益33億7千1百万円(前年同四半期

比55.2%増)、四半期純利益17億5千7百万円(前年同四半期比41.4%増)となり、増収増益となりました。 

  

  

 ①財政状態の分析 

当第1四半期会計期間末の総資産は、2,078億7千5百万円となり、前事業年度末に比べ41億9千1百万円

増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金が7億6千1百万円増加、商品及び製品が17億2千9百

万円増加、有形固定資産が37億3百万円増加し、有価証券が19億7千8百万円減少したことによるもので

す。 

 負債の部は、430億7千2百万円となり、前事業年度末に比べ30億9千3百万円増加となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金が22億6千5百万円増加、資産除去債務が14億7千万円増加し、未払法人税等

が14億9千7百万円減少したことによるものです。 

 純資産の部は、1,648億2百万円となり、前事業年度末に比べ10億9千8百万円増加となりました。これ

は主に利益剰余金が8億9千1百万円増加したことによるものです。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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1四半期会計期間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

25億8千4百万円減少し、152億5千7百万円となりました。当第1四半期会計期間におけるキャッシュ・フ

ローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 税引前四半期純利益29億9千9百万円、仕入債務の増加額21億9千8百万円、法人税等の支払額29億3百

万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は21億2千3百万円(前年同四半期は15億3千6百万円の収

入)となりました。 

 (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40億2百万円、長期差入保証金の返還による収入7千2百万円などによ

り、投資活動の結果使用した資金は38億4千2百万円(前年同四半期は44億3千8百万円の支出)となりまし

た。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 配当金の支払額8億4千万円などにより、財務活動の結果使用した資金は8億5千4百万円(前年同四半期

は8億5千3百万円の支出)となりました。 

  

  

当事業年度の業績予想につきましては、平成22年10月14日公表の数値から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第1四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しく変化がないと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第1四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。また、棚卸資産の簿価切下げに関し

ては、収益性の低下が明らかのものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度末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。 

④税金費用の計算 

 税金費用については、当第1四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。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年3月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年3月

31日)を適用しております。 

これにより、営業利益は11百万円、経常利益は16百万円、税引前四半期純利益は349百万円それぞれ

減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,304百万円であり

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,539 8,211

受取手形及び売掛金 5,040 4,279

有価証券 17,277 19,256

商品及び製品 18,531 16,802

その他 5,991 5,878

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 54,373 54,422

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 56,214 50,135

土地 65,260 65,265

その他（純額） 5,705 8,076

有形固定資産合計 127,180 123,477

無形固定資産 498 535

投資その他の資産   

その他 26,029 25,454

貸倒引当金 △206 △206

投資その他の資産合計 25,822 25,248

固定資産合計 153,502 149,261

資産合計 207,875 203,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,924 26,658

未払法人税等 1,289 2,786

引当金 212 426

その他 7,338 6,369

流動負債合計 37,764 36,240

固定負債   

引当金 1,434 1,380

資産除去債務 1,470 －

その他 2,403 2,357

固定負債合計 5,308 3,738

負債合計 43,072 39,978
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,533 16,533

資本剰余金 19,344 19,344

利益剰余金 137,670 136,779

自己株式 △6,127 △6,127

株主資本合計 167,421 166,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,639 △2,845

評価・換算差額等合計 △2,639 △2,845

新株予約権 21 19

純資産合計 164,802 163,704

負債純資産合計 207,875 203,683
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 34,037 37,144

売上原価 23,043 24,989

売上総利益 10,994 12,154

販売費及び一般管理費 8,998 9,237

営業利益 1,995 2,916

営業外収益   

受取利息 41 22

受取配当金 11 14

受取賃貸料 852 965

その他 220 185

営業外収益合計 1,126 1,188

営業外費用   

支払利息 0 －

為替差損 231 11

賃貸費用 569 676

その他 148 45

営業外費用合計 949 733

経常利益 2,171 3,371

特別利益   

固定資産売却益 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産除売却損 22 36

会員権評価損 26 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 333

その他 2 5

特別損失合計 51 374

税引前四半期純利益 2,119 2,999

法人税等 876 1,241

四半期純利益 1,242 1,757
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９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 2,119 2,999

減価償却費 932 1,137

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 333

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1

受取利息及び受取配当金 △53 △37

支払利息 0 －

為替差損益（△は益） 231 11

売上債権の増減額（△は増加） △748 △761

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,164 △1,729

仕入債務の増減額（△は減少） 1,309 2,198

その他 1,582 835

小計 3,211 4,989

利息及び配当金の受取額 53 37

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △1,727 △2,903

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,536 2,123

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 △4,749 △4,002

その他 310 160

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,438 △3,842

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △839 △840

その他 △14 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △853 △854

現金及び現金同等物に係る換算差額 △231 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,987 △2,584

現金及び現金同等物の期首残高 22,148 17,842

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,160 15,257
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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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