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1.  平成25年2月期第1四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年5月31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 ％

25年2月期第1四半期 47,459 △4.7 996 △45.4 1,297 △37.6 740 △18.1

24年2月期第1四半期 49,787 6.6 1,826 114.4 2,078 92.2 904 34.0

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

25年2月期第1四半期 14.00 ―

24年2月期第1四半期 16.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 100,495 35,110 34.9
24年2月期 94,826 35,572 37.5

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  35,110百万円 24年2月期  35,572百万円

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

24年2月期 ― 6.25 ― 6.25 12.50
25年2月期 ―

25年2月期（予想） 6.25 ― 6.25 12.50

3. 平成25年 2月期の業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 99,500 △0.5 3,500 2.2 3,900 0.7 1,900 3.8 35.60
通期 191,700 0.7 5,300 3.7 6,000 0.7 2,400 15.9 44.96
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年2月期1Q 59,476,284 株 24年2月期 59,476,284 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 6,899,305 株 24年2月期 6,098,990 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 52,890,126 株 24年2月期1Q 53,378,482 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、添付資料２ペ
ージ「１.当四半期決算に関する定性的情報（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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当第１四半期累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、欧州債務危

機による金融不安や円高等の影響により、景気の先行きについて不透明な状況となっております。小売

業界におきましても、原発問題や電力不足等による消費者の需要の大きな変化や、社会保障問題等の社

会不安の増大による個人消費の低迷等も見られ、企業間の価格や品揃え競争もより一層激化する中、当

社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。  

  そうした中、当社におきましては、創業60周年を迎え、記念セールや記念キャンペーンの実施、テレ

ビＣＭのリニューアル等販売促進の強化を進めるとともに、商品開発の推進や地域特性への対応強化等

に取り組んでまいりました。また、「ふだんの暮らし総合店」づくりをさらに深化させ、便利な買物と

安さの提供、品揃え枠の拡大にも努めてまいりました。  

  販売面では、創業60周年記念セールにて訴求をした開発商品が好調に推移するとともに、テレビＣＭ

の訴求効果もあり「デイツーオリジナル小輪ペチュニア」をはじめとした園芸植物が好調に推移いたし

ました。また、節電需要に合わせて「電考節家（でんこうせっか）」をキーワードに節電用品の訴求を

強化してきた結果、冷感肌着や冷感寝具、すだれ、よしず等が好調に推移しております。一方、前年の

震災需要の反動により乾電池やカセットコンロ、ガソリン携行缶等は低調となりました。  

  店舗設備では、節電や環境への配慮といたしまして、ＬＥＤ照明の導入を積極的に行い、導入店舗数

は当四半期会計期間末で累計79店舗となりました。  

  販売拠点の強化につきましては、３月に木曽川店（愛知県一宮市）を出店したほか、３店舗の全面改

装を実施しました。  

  こうした取り組みの結果、当第１四半期累計期間における売上高は、474億59百万円（前年同四半期

比4.7％減）、営業利益は９億96百万円（同45.4％減）、経常利益は12億97百万円（同37.6％減）、四

半期純利益は７億40百万円（同18.1％減）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は1,004億95百万円となり、前事業年度末に比較し56億69百万円増加

いたしました。主な要因は現金及び預金22億62百万円、商品37億78百万円の増加などによるものです。 

  負債合計は653億84百万円となり、前事業年度末に比較し61億31百万円増加いたしました。主な要因は

支払手形及び買掛金85億91百万円の増加と、短期借入金32億96百万円の減少などによるものです。 

  純資産合計は351億10百万円となり、前事業年度末に比較し４億61百万円減少いたしました。主な要因

は自己株式の取得４億20百万円、剰余金の配当３億33百万円、その他有価証券評価差額金３億21百万円の

減少と、四半期純利益７億40百万円の計上などによるものです。 

  

平成25年２月期の業績予想につきましては、「平成24年２月期 決算短信（非連結）」（平成24年４月

３日付）にて公表いたしました業績予想から変更はありません。 

１．当四半期決算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

（３）業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用

しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

㈱ケーヨー(8168)　平成25年２月期　第１四半期決算短信　(非連結)

－3－



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,741 4,003

受取手形及び売掛金 804 1,410

商品 32,231 36,009

その他 4,689 4,635

流動資産合計 39,467 46,057

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,932 23,968

土地 11,922 11,921

その他 12,542 12,777

減価償却累計額 △23,933 △24,202

有形固定資産合計 24,463 24,464

無形固定資産 2,136 2,093

投資その他の資産   

投資有価証券 7,787 7,137

差入保証金 15,485 15,200

その他 6,135 6,166

貸倒引当金 △562 △540

投資損失引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 28,759 27,879

固定資産合計 55,359 54,437

資産合計 94,826 100,495
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,204 25,795

短期借入金 4,693 1,397

1年内償還予定の社債 550 550

1年内返済予定の長期借入金 2,989 2,939

未払法人税等 1,090 815

資産除去債務 0 34

その他 4,847 5,865

流動負債合計 31,375 37,397

固定負債   

社債 5,100 5,100

長期借入金 18,123 18,123

退職給付引当金 2,551 2,638

役員退職慰労引当金 7 7

資産除去債務 450 452

その他 1,646 1,665

固定負債合計 27,878 27,986

負債合計 59,253 65,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,595 12,595

利益剰余金 10,886 11,293

自己株式 △3,573 △3,994

株主資本合計 34,856 34,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 598 277

繰延ヘッジ損益 117 △9

評価・換算差額等合計 715 268

純資産合計 35,572 35,110

負債純資産合計 94,826 100,495
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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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 49,787 47,459

売上原価 35,685 34,416

売上総利益 14,101 13,042

販売費及び一般管理費 12,274 12,045

営業利益 1,826 996

営業外収益   

受取利息 52 45

受取配当金 95 105

受取賃貸料 306 357

その他 207 197

営業外収益合計 661 705

営業外費用   

支払利息 139 102

賃貸収入原価 266 298

その他 2 3

営業外費用合計 408 404

経常利益 2,078 1,297

特別利益   

投資有価証券売却益 － 36

その他 0 －

特別利益合計 0 36

特別損失   

固定資産売却損 36 0

固定資産除却損 9 8

店舗閉鎖損失 47 19

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 177 －

災害による損失 317 2

その他 35 －

特別損失合計 625 31

税引前四半期純利益 1,453 1,302

法人税、住民税及び事業税 978 770

法人税等調整額 △429 △209

法人税等合計 549 561

四半期純利益 904 740
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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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