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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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）

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3月期第3四半期 37,805 7.7 1,418 0.8 1,188 10.2 590 21.4
23年3月期第3四半期 35,102 △4.5 1,407 △0.3 1,078 △6.1 486 △12.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 577百万円 （29.0％） 23年3月期第3四半期 447百万円 （―％）

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3月期第3四半期 43.14 ―

23年3月期第3四半期 35.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 42,177 8,886 21.1
23年3月期 38,553 8,445 21.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,886百万円 23年3月期  8,445百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 47,500 3.9 1,160 △28.7 810 △34.6 440 △21.9 32.16



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
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、今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 13,714,995 株 23年3月期 13,714,995 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 32,719 株 23年3月期 32,105 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,682,505 株 23年3月期3Q 13,685,237 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあり、ま

た、先行きは円高の急速な進行や欧州諸国の政府債務危機を背景とした世界的な景気後退の懸念等により、不透明

な状況が続いております。 

 ホームセンター業界におきましては、市場規模の飽和状態に加え、商材の拡大等により業態の垣根は低くなって

おり、異業態を含めた競争が激化しております。 

 このような状況の中、当社グループは、ホームセンターは地域社会のインフラであり、「困ったときに頼りにな

る店」を目指し、お客様のニーズに合った魅力ある売場づくりを推進すべく、品揃えの拡大や新商品の早期導入を

徹底し、定番商品の活性化を基本とした売場改革を継続しました。 

 販売の状況につきましては、当第３四半期においては、平成23年９月に発生した台風15号の影響により補修関連

商品が大きく売上を伸ばしました。しかしながら、暖かい天候が続いたため、季節商品は低調に推移しました。 

 また、グループ全体の重要部門として注力しておりますリフォーム部門は、多岐に亘るお客様のニーズを取り入

れ、専門性の高い幅広い提案を行うことで他社と差別化を図り、一段の強化に取り組みました。 

 当第３四半期における店舗の状況としましては、平成23年10月静岡県富士市にホームファッション専門店「casa

アピタ富士吉原店」をオープンいたしました。これにより専門店事業は19店舗となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は37,805百万円（前年同期比7.7％増）営業利益は1,418百万円

（同0.8％増）経常利益は1,188百万円（10.2％増）四半期純利益は590百万円（同21.4％増）となりました。    

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、42,177百万円となり前連結会計年度末に比べ3,623百万円の増

加となりました。これは主に現金及び預金の増加2,071百万円、商品の増加628百万円、有形固定資産の増加874百

万円によるものであります。 

 負債合計は、33,290百万円となり前連結会計年度末に比べ3,183百万円の増加となりました。これは主に支払手

形及び買掛金の増加1,961百万円、長短借入金の増加1,359百万円によるものであります。 

 純資産合計は、8,886百万円となり前連結会計年度末に比べ440百万円の増加となりました。これは主に利益剰余

金の増加453百万円、その他有価証券評価差額金の減少12百万円によるものであります。   

    

（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23年５月11日発表の予想から修正はありません。   

    

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,564,125 4,635,607

受取手形及び売掛金 777,550 987,539

商品 8,512,781 9,141,650

仕掛品 14,528 60,138

貯蔵品 8,333 12,050

繰延税金資産 172,906 108,880

その他 524,856 504,296

貸倒引当金 △10,423 △11,711

流動資産合計 12,564,660 15,438,451

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,244,056 8,081,137

土地 11,638,683 11,638,683

建設仮勘定 2,313,948 29,598

その他（純額） 538,263 860,424

有形固定資産合計 19,734,951 20,609,843

無形固定資産 93,424 92,434

投資その他の資産   

投資有価証券 705,947 685,976

長期貸付金 1,596,710 1,517,816

敷金及び保証金 2,773,255 2,737,210

繰延税金資産 473,442 425,311

その他 690,344 743,276

貸倒引当金 △79,514 △73,166

投資その他の資産合計 6,160,185 6,036,424

固定資産合計 25,988,562 26,738,702

資産合計 38,553,222 42,177,153

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,023,158 8,984,178

短期借入金 4,366,656 6,866,347

未払法人税等 472,504 181,762

店舗閉鎖損失引当金 － 47,553

その他 3,731,773 2,911,003

流動負債合計 15,594,093 18,990,845

固定負債   

社債 598,800 1,302,200

長期借入金 10,674,816 9,534,921

退職給付引当金 819,589 826,490

資産除去債務 118,471 274,966

その他 2,301,456 2,361,189

固定負債合計 14,513,134 14,299,767

負債合計 30,107,227 33,290,613
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,902,954 2,902,954

資本剰余金 3,435,559 3,435,559

利益剰余金 2,123,717 2,577,213

自己株式 △14,150 △14,488

株主資本合計 8,448,080 8,901,238

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,085 △14,697

その他の包括利益累計額合計 △2,085 △14,697

純資産合計 8,445,995 8,886,540

負債純資産合計 38,553,222 42,177,153
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 35,102,124 37,805,789

売上原価 25,100,393 26,982,657

売上総利益 10,001,731 10,823,132

営業収入 326,502 831,813

営業総利益 10,328,234 11,654,945

販売費及び一般管理費 8,921,069 10,236,205

営業利益 1,407,164 1,418,740

営業外収益   

受取利息 30,383 28,708

受取配当金 10,380 10,686

その他 27,333 41,234

営業外収益合計 68,097 80,629

営業外費用   

支払利息 225,695 249,496

シンジケートローン手数料 125,566 26,196

その他 45,435 35,442

営業外費用合計 396,696 311,135

経常利益 1,078,565 1,188,234

特別利益   

受取保険金 － 8,392

特別利益合計 － 8,392

特別損失   

減損損失 150,212 1,049

出店計画中止損失 8,080 4,761

店舗移転損失 － 3,773

店舗閉鎖損失 8,475 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 47,553

災害による損失 － 18,900

投資有価証券評価損 － 21,237

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,295 －

特別損失合計 228,063 97,275

税金等調整前四半期純利益 850,502 1,099,351

法人税、住民税及び事業税 311,312 396,683

法人税等調整額 53,076 112,346

法人税等合計 364,389 509,029

少数株主損益調整前四半期純利益 486,112 590,321

四半期純利益 486,112 590,321
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 486,112 590,321

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,362 △12,612

その他の包括利益合計 △38,362 △12,612

四半期包括利益 447,749 577,709

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 447,749 577,709

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

    

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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