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1. 平成24年２月期第２四半期の業績（平成23年２月21日～平成23年８月20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２四半期 19,562 2.1 764 541.1 931 243.6 363 ―

23年２月期第２四半期 19,153 △8.1 119 △49.4 271 △26.8 5 △95.6

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２四半期 32 66 ―

23年２月期第２四半期 0 45 ―

 (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２四半期 20,383 10,354 50.8 934 52

23年２月期 18,878 10,102 53.5 906 67

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 10,354百万円 23年２月期 10,102百万円

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 ― 10 00 10 00

24年２月期 ― 0 00

24年２月期(予想) ― 10 00 10 00

3. 平成24年２月期の業績予想（平成23年２月21日～平成24年２月20日）

(％表示は、対前期)

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 38,000 1.5 900 ― 1,100 217.5 450 ― 40 54

keiri01
新規スタンプ

keiri01
新規スタンプ



  

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」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

(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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 11,172,300株 23年２月期 11,172,300株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 92,097株 23年２月期 29,901株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 11,115,887株 23年２月期２Ｑ 11,144,576株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災と福島第一原発の事故による影響から企業

活動が落ち込み、個人消費も自粛ムードの中で停滞いたしましたが、その後は企業活動にも復調の動きが

見られ、個人消費も生活必需品は比較的堅調に推移いたしました。 

しかしながら、雇用・所得環境は依然として低調で、復興政策の遅れや電力不足、更には欧米の景気減

速と財政不安による円高・株安から、景気の先行きは不透明で厳しい状況が続いております。 

当ホームセンター業界におきましては、東日本大震災の発生や計画停電等の影響を受けて復興・防災関

連商品の需要が大きく増加し、その後も節電意識の高まりから節電・暑さ対策商品や地上デジタル放送関

連商品において全国的に動きが見られました。一方、家計の生活防衛意識は根強く、購買心理・消費行動

で引き続き慎重な姿勢が見られました。 

このような状況のもと、当社は地域のライフラインであるとの使命を強くして営業活動を行うととも

に、復興関連商材や電力の供給不足を背景とした節電・暑さ対策関連商材の供給に、全力を挙げて取り組

んでまいりました。また、低価格下でも安定した収益力を確保するため、輸入商品の拡大や経費全般にわ

たる削減策の実施に努めてまいりました。 

店舗政策におきましては、商品の見直しと住関連商品の強化およびお客様の利便性向上を目的とした改

装をホームセンター３店舗で行い、不採算自転車専門店１店舗を閉鎖いたしました。また、９月には新店

「ホームセンターセキチュー東松山高坂店」(埼玉県東松山市)がオープンし、埼玉県の営業基盤が強化さ

れます。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高195億６千２百万円(前年同四半期比2.1％増)、営

業利益７億６千４百万円(同541.1％増)、経常利益９億３千１百万円(同243.6％増)、四半期純利益３億６

千３百万円(同３億５千８百万円増)となりました。 

  

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
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(資産) 

流動資産は、前事業年度末と比べ13億７千万円増加し、90億２千２百万円となりました。これは、現金

及び預金が８億６千８百万円、たな卸資産が3億５千７百万円増加したこと等によります。 

固定資産は、前事業年度末と比べ１億３千４百万円増加し、113億６千万円となりました。これは主に

差入保証金が１億１千６百万円減少しましたが、有形固定資産が３億２千１百万円増加したことによりま

す。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ15億５百万円増加し203億８千３百万円となりました。 

(負債) 

流動負債は、前事業年度末と比べ８億４千６百万円増加し、80億１千１百万円となりました。これは、

買掛金が４億６千８百万円、未払法人税等が４億３千９百万円増加したこと等によります。 

固定負債は、前事業年度末と比べ４億６百万円増加し、20億１千７百万円となりました。これは、長期

借入金が１億６千９百万円、資産除去債務が１億９千８百万円増加したこと等によります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ12億５千２百万円増加し100億２千８百万円となりまし

た。 

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末と比べ２億５千２百万円増加し、103億５千４百万円となりました。これ

は、利益剰余金が２億５千１百万円増加したこと等によります。 

  

平成24年２月期の通期業績予想につきましては、平成23年９月20日に公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」のとおり、売上高380億円、経常利益11億円、当期純利益４億５千万円を見込んで

おります。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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① 簡便な会計処理 

 (一般債権の貸倒見積高の算定方法) 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前事業年度末に算定した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。 

(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、当事業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。 

(経過勘定項目の算定方法) 

合理的な算定方法による概算額で計上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) 

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。 

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

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、経常利益はそれぞれ4,277千円減少し、税引前四半期純利益は106,718千円減

少しております。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は196,176千円でありま

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：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,245,106 1,376,950

売掛金 465,511 409,754

たな卸資産 5,795,588 5,438,109

その他 516,431 427,086

流動資産合計 9,022,638 7,651,900

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,253,784 2,245,183

土地 2,241,987 2,181,923

建設仮勘定 393,837 115,455

その他（純額） 506,622 532,387

有形固定資産合計 5,396,232 5,074,949

無形固定資産 292,994 299,409

投資その他の資産

差入保証金 4,506,173 4,622,561

その他 1,408,610 1,476,050

貸倒引当金 △243,261 △246,750

投資その他の資産合計 5,671,522 5,851,860

固定資産合計 11,360,748 11,226,219

資産合計 20,383,387 18,878,120

負債の部

流動負債

買掛金 5,847,274 5,378,439

1年内返済予定の長期借入金 766,695 989,626

未払法人税等 439,700 －

賞与引当金 82,186 58,025

その他 875,362 738,872

流動負債合計 8,011,217 7,164,962

固定負債

長期借入金 747,134 577,213

役員退職慰労引当金 558,666 541,903

賃借契約損失引当金 70,008 35,164

資産除去債務 198,335 －

その他 443,311 456,443

固定負債合計 2,017,455 1,610,723

負債合計 10,028,672 8,775,686
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,921,525 2,921,525

資本剰余金 3,558,349 3,558,349

利益剰余金 3,881,412 3,629,763

自己株式 △36,065 △12,919

株主資本合計 10,325,222 10,096,720

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 29,491 5,714

評価・換算差額等合計 29,491 5,714

純資産合計 10,354,714 10,102,434

負債純資産合計 20,383,387 18,878,120
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年８月20日)

売上高 19,153,357 19,562,516

売上原価 14,049,943 14,199,906

売上総利益 5,103,414 5,362,609

販売費及び一般管理費 4,984,170 4,598,125

営業利益 119,243 764,484

営業外収益

受取利息 31,842 30,876

受取配当金 819 4,070

受取賃貸料 262,342 271,922

その他 74,468 83,639

営業外収益合計 369,474 390,508

営業外費用

支払利息 14,367 10,719

賃貸収入原価 198,407 208,541

その他 4,865 4,326

営業外費用合計 217,640 223,587

経常利益 271,076 931,405

特別利益

固定資産売却益 13,829 145

投資有価証券売却益 － 21

貸倒引当金戻入額 － 3,573

特別利益合計 13,829 3,740

特別損失

固定資産除却損 4,893 20,999

賃貸借契約解約損 13,879 1,466

減損損失 － 8,782

賃借契約損失引当金繰入額 － 39,280

貸倒引当金繰入額 207,979 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 93,657

特別損失合計 226,752 164,187

税引前四半期純利益 58,153 770,959

法人税、住民税及び事業税 68,752 410,399

法人税等調整額 △15,668 △2,513

法人税等合計 53,084 407,886

四半期純利益 5,069 363,072
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成22年５月21日
至 平成22年８月20日)

当第２四半期会計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年８月20日)

売上高 9,614,452 9,780,068

売上原価 7,088,626 7,099,146

売上総利益 2,525,825 2,680,922

販売費及び一般管理費 2,480,365 2,349,636

営業利益 45,460 331,285

営業外収益

受取利息 15,875 15,580

受取配当金 818 1,069

受取賃貸料 134,200 135,765

その他 35,010 47,278

営業外収益合計 185,905 199,693

営業外費用

支払利息 6,729 4,914

賃貸収入原価 101,300 103,295

その他 4,865 －

営業外費用合計 112,895 108,210

経常利益 118,469 422,769

特別利益

固定資産売却益 3,531 145

投資有価証券売却益 － 21

貸倒引当金戻入額 － 2,076

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 3,250

特別利益合計 3,531 5,494

特別損失

固定資産除却損 2,529 1,310

賃貸借契約解約損 13,879 －

賃借契約損失引当金繰入額 － 37,846

貸倒引当金繰入額 131 －

特別損失合計 16,540 39,156

税引前四半期純利益 105,461 389,107

法人税、住民税及び事業税 19,202 167,974

法人税等調整額 40,239 6,407

法人税等合計 59,442 174,382

四半期純利益 46,018 214,724
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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２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年８月20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 58,153 770,959

減価償却費 205,788 150,885

減損損失 － 8,782

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 93,657

貸倒引当金の増減額（△は減少） 207,198 △3,489

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,665 24,161

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,613 16,763

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） △3,576 34,844

受取利息及び受取配当金 △32,662 △34,946

支払利息 14,367 10,719

固定資産除売却損益（△は益） △8,936 20,853

賃貸借契約解約損 13,879 1,466

売上債権の増減額（△は増加） △42,220 △55,756

たな卸資産の増減額（△は増加） 289,012 △357,479

仕入債務の増減額（△は減少） △96,842 468,834

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△11,412 2,830

前払年金費用の増減額（△は増加） 22,163 －

その他 40,997 107,937

小計 632,859 1,261,023

利息及び配当金の受取額 9,237 11,821

利息の支払額 △12,131 △8,010

法人税等の支払額 △20,340 △23,240

法人税等の還付額 － 50,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 609,625 1,291,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 △600,000

定期預金の払戻による収入 － 310,360

有形固定資産の取得による支出 △87,158 △404,041

有形固定資産の売却による収入 12,648 165

投資有価証券の取得による支出 △5,966 △3,325

差入保証金の回収による収入 909,924 179,585

差入保証金の差入による支出 △3,680 －

店舗賃借仮勘定の差入による支出 △338,740 －

その他 △6,231 △8,806

投資活動によるキャッシュ・フロー 180,794 △526,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △443,151 △553,010

自己株式の取得による支出 △686 △23,146

配当金の支払額 △111,578 △111,219

財務活動によるキャッシュ・フロー △555,416 △187,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 235,003 578,517

現金及び現金同等物の期首残高 712,504 1,066,589

現金及び現金同等物の四半期末残高 947,508 1,645,106
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ ホームセンター事業の各部門の構成内容は次のとおりであります。 

 
２ 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) 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

商品部門別売上状況

事業部門別

当第２四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年８月20日)

売上高(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

ホームセンター事業

ＤＩＹ用品 10,075,086 51.5 1.9

家庭用品 5,588,092 28.6 2.5

カー用品・自転車・ 
レジャー用品

3,751,027 19.2 3.3

その他 148,310 0.7 △19.6

ホームセンター事業合計 19,562,516 100.0 2.1

ＤＩＹ用品
(木材・住宅用品・住宅資材・塗料・園芸・植物・エクステリア・ペ

ット用品)

家庭用品 (日用品・インテリア・収納用品・家電品)

カー用品・自転車・レジャー用品
(カー用品・自転車・スポーツレジャー用品・カー用品専門店・自転

車専門店)

その他 (ピット工賃等店舗受取手数料)
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