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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第1四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日） 
（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        ％

24年 2月期第1四半期 7,083    4.3 290    31.5 248     41.9 39   △60.7
23年 2月期第1四半期 6,791   △2.7 220   △20.0 175   △24.1 100   △24.1

 

 
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

24年 2月期第1四半期 8.36 －
23年 2月期第1四半期 20.19 －

 
（２）財政状態 

 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

24年 2月期第1四半期 14,045 1,845 13.1 390.12
23年 2月期 13,388 1,839 13.7 388.94

(参考)自己資本 24年2月期第1四半期 1,845百万円 23年2月期 1,839百万円 

 
２．配当の状況 

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   
23年 2月期 － 0.00 － 7.00 7.00   
24年 2月期 －    

24年 2月期(予想)  0.00 － 7.00 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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） 

 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) 13,805   1.3 465   11.3 358      2.7 34   △82.9 7.33
通  期 27,116   0.1 603  △18.1 402   △32.7 84   △13.5 17.90

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期1Ｑ 5,000,000株 23年2月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 270,076株 23年2月期 270,076株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期1Ｑ 4,729,924株 23年2月期1Ｑ 4,988,261株

 
 
（注意事項） 

・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。 

 

・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】P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間における我が国経済は、新興国の経済成長による輸出の増加や政府の緊急経済対策等か

ら、景気は緩やかな回復基調となっておりましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、消

費者の消費動向は全く見通しがたたない状況で推移しており、今後の景気の先行きに関して不透明感は増しており

ます。 

 当小売業界におきましては、東日本大震災により、災害関連商品や飲料・食品等の商品供給が一時的に不足し、

需要と供給のバランスが崩れた状況に陥りました。商品の供給不足は４月下旬から５月上旬頃までにほぼ解消され

たものの、福島第一原子力発電所の事故や電力の大幅な供給力不足による計画停電等の社会的不安の影響もあり、

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には至らない状況となっ

ております。 

 このような状況の下、当社では安定した商品供給に努めるとともに、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致しました。また、東日本大震災の被災地に対する支援として、

売上高の一部を寄付するためのチャリティーキャンペーンの実施や全店舗に募金箱を設置しお客様の善意の橋渡し

を行なう等、積極的な活動を進めてまいりました。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、ソフト面の強化を図ることで潜在的な需要喚起を進めてまいりました。ペット事

業におきましては、動物生体の魅力をアピールするための楽しく見やすい売場づくりに取組むとともに、ペットの

写真や塗り絵のコンテスト等イベントの実施、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等、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。なお、収益の改善を図るために不採算店舗（オーダーカーテン

の専門店）１店舗を閉鎖し、既存店の収益力の維持・強化を図るためにペット事業２店舗の店舗改装を実施致しま

した。 

 これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は7,083百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は290

百万円（同31.5％増）、経常利益は248百万円（同41.9％増）と増収増益となりました。四半期純利益は、資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額172百万円を特別損失に計上したこと等により39百万円（同60.7％減）となり

ました。 

  

 セグメント別の営業概況は次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、震災直後の災害関連商品の需要の増加により一時的に売上高が好調とな

ったこともあり、売上高は前事業年度を上回っております。一方で、入梅が例年より早く花苗等の園芸関連の売

上高が低迷したこと、震災による全国的な自粛ムードから販促内容の変更や特売セール期間の短縮を行ったこと

等が売上高のマイナス要因となっております。そのような環境の中で、売上高の底上げを図るためのハウツー教

室やイベントを積極的に行い、サービスレベルの向上と集客力のアップを図っております。これらの結果、当第

１四半期会計期間の売上高は4,908百万円（前年同期比2.5％増）となりました。  

②ペット事業 

 ペット事業におきましては、販売が低迷していた犬・猫等の動物生体の販売が回復傾向となっており、関連す

るフード及び用品の売上高も堅調に推移致しました。サービス部門についてはトリミングが好調に伸長している

一方で、旅行等の自粛の影響からペットホテルの利用率は落ち込んでおります。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を実現することで集客力の

向上を進めるとともに、旧型店舗の内外装のリニューアルや買い回りのしやすいレイアウトの変更等を実施致し

ました。これらの結果、前事業年度にオープンした店舗の寄与もあり、当第１四半期会計期間の売上高は2,175

百万円（前年同期比8.5％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１四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657百万円増加し14,045百万円と

なりました。この主な要因は、売掛金の増加44百万円、季節の変動等に伴う商品の増加407百万円、資産除去債

務会計基準の適用等による建物の増加200百万円、新規事業所開設に伴う敷金及び保証金の増加24百万円等によ

るものであります。 

当第１四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651百万円増加し12,200百万円と

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272百万円、資産除去債務の増加342百万円等に

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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当第１四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5百万円増加し1,845百万円と

なりました。この主な要因は、第１四半期純利益39百万円の計上に対し、剰余金の配当33百万円等によるもので

あります。  

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第１四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、808百万円となり、前年

同四半期会計期間末と比較して24百万円減少致しました。 

当第１四半期会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１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、32百万円となり、前年同四半期会計期間と

比較して310百万円減少致しました。これは、税引前四半期純利益74百万円、減価償却費92百万円、資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額172百万円及び仕入債務の増加額272百万円に対し、売上債権の増加額44百万円、

たな卸資産の増加額406百万円及び法人税等の支払額209百万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１四半期会計期間において投資活動により使用した資金は、99百万円となり、前年同四半期会計期間と比

較して88百万円増加致しました。これは、有形固定資産の取得による支出64百万円、長期貸付けによる支出26百

万円、敷金及び保証金の差入による支出27百万円に対し、長期貸付金の回収による収入17百万円があったこと等

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１四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、63百万円となり、前年同四半期会計期間と比

較して440百万円増加致しました。これは、短期借入金の純増額100百万円、長期借入れによる収入850百万円に

対し、長期借入金の返済による支出854百万円及び配当金の支払額26百万円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24年２月期の業績予想につきましては、平成23年４月８日に発表致しました「平成23年２月期 決算短信

〔日本基準〕（非連結）」に記載の業績予想から変更はありません。但し、東日本大震災による日本経済への影響

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 

（税金費用の算出方法）  

 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 

（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、営業利益及び経常利益はそれぞれ5百万円減少し、税引前四半期純利益は177百万円減少しており

ます。 

  

  

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１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 808,355 812,172

受取手形及び売掛金 177,325 132,352

商品及び製品 2,980,285 2,572,973

原材料及び貯蔵品 18,204 19,327

その他 718,460 719,703

貸倒引当金 △1,517 △1,350

流動資産合計 4,701,114 4,255,179

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,752,303 2,552,098

構築物（純額） 222,084 223,728

車両運搬具（純額） 8 26

工具、器具及び備品（純額） 343,406 333,618

土地 2,459,310 2,459,310

リース資産（純額） 33,852 34,369

建設仮勘定 － 2,000

有形固定資産合計 5,810,965 5,605,152

無形固定資産 36,466 38,355

投資その他の資産   

長期貸付金 1,158,589 1,169,792

敷金及び保証金 1,524,061 1,499,583

その他 889,923 896,130

貸倒引当金 △75,269 △75,700

投資その他の資産合計 3,497,304 3,489,805

固定資産合計 9,344,737 9,133,313

資産合計 14,045,851 13,388,492
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,485,791 1,213,611

短期借入金 300,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,575,104 2,721,572

未払法人税等 42,701 225,000

ポイント引当金 459,693 461,474

店舗閉鎖損失引当金 20,596 22,784

その他 749,148 610,383

流動負債合計 5,633,035 5,454,827

固定負債   

長期借入金 5,914,789 5,778,781

退職給付引当金 18,339 19,615

資産除去債務 342,463 －

その他 291,966 295,598

固定負債合計 6,567,558 6,093,995

負債合計 12,200,594 11,548,822

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 1,179,018 1,172,575

自己株式 △46,182 △46,182

株主資本合計 1,857,675 1,851,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,418 △11,562

評価・換算差額等合計 △12,418 △11,562

純資産合計 1,845,257 1,839,670

負債純資産合計 14,045,851 13,388,492
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高 6,791,204 7,083,152

売上原価 4,718,217 4,851,985

売上総利益 2,072,986 2,231,167

その他の営業収入   

賃貸収入 95,509 92,635

その他 99,001 102,576

その他の営業収入合計 194,511 195,211

営業総利益 2,267,497 2,426,379

販売費及び一般管理費 2,046,831 2,136,190

営業利益 220,666 290,189

営業外収益   

受取利息 4,201 4,111

受取配当金 900 1,500

受取手数料 3,691 3,262

その他 3,636 2,042

営業外収益合計 12,429 10,916

営業外費用   

支払利息 45,005 39,828

支払手数料 9,885 8,402

その他 3,060 4,272

営業外費用合計 57,951 52,503

経常利益 175,143 248,602

特別利益   

貸倒引当金戻入額 413 264

ポイント引当金戻入額 － 1,780

特別利益合計 413 2,044

特別損失   

固定資産除却損 702 3,806

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

特別損失合計 702 175,905

税引前四半期純利益 174,854 74,741

法人税等 74,152 35,188

四半期純利益 100,701 39,553
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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１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５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 174,854 74,741

減価償却費 87,984 92,566

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,589 △1,780

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △2,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,278 △1,276

貸倒引当金の増減額（△は減少） △413 △264

受取利息及び受取配当金 △5,101 △5,611

支払利息 45,005 39,828

長期貸付金の家賃相殺額 25,208 26,167

固定資産除売却損益（△は益） 702 3,806

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

売上債権の増減額（△は増加） △49,168 △44,972

たな卸資産の増減額（△は増加） △321,584 △406,188

仕入債務の増減額（△は減少） 422,990 272,179

未払金の増減額（△は減少） △30,513 25,196

その他 84,938 36,459

小計 435,213 280,761

利息及び配当金の受取額 895 1,502

利息の支払額 △47,553 △40,649

法人税等の支払額 △1,341 △209,480

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 342,363 32,134

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 △14,797 △64,105

長期貸付けによる支出 － △26,285

長期貸付金の回収による収入 17,496 17,496

敷金及び保証金の差入による支出 △9,216 △27,000

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

その他 △105 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,623 △99,894

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） △100,000 100,000

長期借入れによる収入 600,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △848,762 △854,977

配当金の支払額 △24,436 △26,828

リース債務の返済による支出 △3,294 △4,251

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,492 63,943

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,752 △3,817

現金及び現金同等物の期首残高 878,537 812,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 832,784 808,355
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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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