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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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）

営業収益 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2四半期 226,612 △2.0 12,277 △14.2 12,272 △13.8 7,102 30.5
24年2月期第2四半期 231,124 6.1 14,309 49.7 14,239 48.3 5,441 1.3

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 6,596百万円 （25.9％） 24年2月期第2四半期 5,237百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 49.00 ―
24年2月期第2四半期 37.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 309,642 143,767 46.4
24年2月期 303,950 141,424 46.5
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  143,767百万円 24年2月期  141,424百万円

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 ― 7.50 ― 9.00 16.50
25年2月期 ― 9.00
25年2月期（予想） ― 9.00 18.00

3. 平成25年2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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   

営業収益 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 442,800 0.2 20,000 1.2 19,600 0.0 10,500 29.3 71.31



(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） 

（注）自己株式数には、従業員持株ESOP信託口の所有する当社株式が含まれております。 

※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 
業績予想等の将来に関する記載は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 149,588,723 株 24年2月期 149,588,723 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 7,136,117 株 24年2月期 2,341,255 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 144,961,730 株 24年2月期2Q 146,949,255 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要やエコカー補助金制度などに 

  よる景気の下支え効果もあり、国内景気には緩やかな回復の兆しが見られました。しかしながら、長引く過度な

  円高や債務危機による欧州経済の停滞、また、中国をはじめとする新興国経済にも減速傾向があることなどか 

  ら、国内景気の先行きには予断を許さない状況が続いております。   

   このような状況のもと、当社グループでは、新規出店については７店舗、退店については３店舗を実施いたし 

  ました。これにより当連結会計期間末日現在の店舗数は510店舗（カーマ132店舗、ダイキ159店舗、ホーマック 

  219店舗）となりました。なお、ホーマックにおいては、震災地域である岩手県内に、多くのお客様からのご要望

  にお応えすべく、仮設店舗方式により２店舗を新規開店しております。 

   販売面においては、昨年の地上デジタル放送への移行に伴い販売数が伸びたテレビ、地デジチューナー、アン 

  テナ工事などの需要が減少しております。その半面、植物や園芸用品については、「一坪菜園」企画やＤＣＭブ 

  ランドの「栽培セット」などの販促効果などもあり、売上が好調に推移しております。 

    これらの結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益は2,266億１千２百万円（前年同期比98.0％）、営 

   業利益は122億７千７百万円（前年同期比85.8％）、経常利益は122億７千２百万円（前年同期比86.2％）、四半期

   純利益は71億２百万円（前年同期比130.5％）となりました。 

    なお、セグメントごとの業績については、９ページ「セグメント情報等」をご覧ください。 

   

  （主要商品部門別の状況） 

   ① 園芸・エクステリア部門  

 園芸用品では、４月中旬までは低温などの天候不順により売上が伸び悩みましたが、天候の回復や新規ＤＣＭブ

ランド商品の導入に伴い野菜苗、栽培セット、支柱、用土といった家庭菜園用品が好調でした。また、雑草対策商

品では草刈安全用品としてのフェースガードや作業ズボンなど、新規取り組みを行った商品が好調でした。その結

果、売上高は419億１百万円となりました。 

   ② ホームインプルーブメント部門 

 昨年の震災需要の反動により建築資材などの売上が伸び悩みましたが、春の爆弾低気圧通過など天候不順による

需要で釘・針金、波板、雨どいなど屋外作業用品が好調でした。また、スチームクリーナーなどの新規取り組み商

品が好調でした。その結果、売上高は375億４千万円となりました。 

   ③ ホームレジャー・ペット部門 

 カー用品では、カーナビ関連の売上が伸び悩みましたが、芳香剤やカラークッションなどの新規取り組み商品が

好調でした。サイクル用品では、販売台数全体が減少する中において、積極的に取り組んだ「パンクしないタイ

プ」の自転車が好調でした。ペット用品では、ペットの小型化や高齢化などにより趣向性の高い衣料の売上が伸び

悩みましたが、犬・猫用の専門食が好調でした。その結果、売上高は350億２千８百万円となりました。 

   ④ ハウスキーピング部門 

 昨年の震災需要の反動によりキッチン用品や浴用品などの売上が伸び悩みましたが、日用消耗品においては香り

が持続する柔軟剤や抗菌剤配合洗濯洗剤などの高付加価値、高単価の商品が好調でした。文具用品では、プリンタ

ーインク、ＯＡ用紙等の消耗品や消せるボールペン、加圧式ボールペンなどの機能商品が好調でした。食料品で

は、防災に関する需要として缶詰やレトルト食品が好調でした。その結果、売上高は613億６千２百万円となりま

した。 

   ⑤ ホームファニシング部門 

 収納用品では、震災需要の反動で売上が伸び悩みましたが、新規企画として取り組んだオフィス家具が好調でし

た。インテリア用品や寝具では、６月の台風上陸など天候不順により、天然素材商品や日除け商品の売上が伸び悩

みましたが、春の新生活需要や夏の敷きパッドといった季節商品が好調でした。その結果、売上高は175億６千９

百万円となりました。 

   ⑥ ホームエレクトロニクス部門 

 昨年の地上デジタル関連需要や震災需要の反動が大きく全体として売上が伸び悩みましたが、ＬＥＤ照明やＬＥ

Ｄ電球といった節電やエコ対策関連商品が好調でした。また、携帯電話関連商品やマッサージ機など今期取り組み

を行った商品も好調でした。その結果、売上高は205億２千３百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    当第２四半期連結会計期間末における資産残高は、新規７店舗の出店などにより有形固定資産が増加したこと 

   や、季節的要因により商品在庫および売掛金が増加したことなどから、資産合計は前連結会計年度末に比較して56

   億９千２百万円増加し、3,096億４千２百万円となりました。 

    負債残高は、未払法人税等や賞与引当金の支払いによる減少や、季節的要因により買掛金が増加したこと、ま 

   た、長期運転資金の借入れなどから、負債合計は前連結会計年度末に比較して33億４千９百万円増加し、1,658億 

   ７千５百万円となりました。 

    純資産残高は、配当金の支払いや自己株式の取得、四半期純利益の増加などから、純資産合計は前連結会計年度

   末に比較して23億４千２百万円増加し、1,437億６千７百万円となりました。 

  

   （キャッシュ・フローの状況） 

    「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益120億円、減価償却費48億７千６百万 

   円、売上債権の増加額10億５千７百万円、たな卸資産の増加額21億８千万円、仕入債務の増加額28億３千万円、法

   人税等の支払額45億３千万円などにより、79億９千４百万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」は、新規出店などの有形固定資産の取得による支出83億９百万円、敷金

   及び保証金の回収による収入11億２千万円および差入による支出９億４千２百万円などにより、89億３百万円の支

   出となりました。 

    「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少額49億５千万円、長期借入れによる収入200億円 

   及び返済による支出109億５千２百万円、自己株式取得による支出30億１千４百万円、配当金支払いによる支出13 

   億２千４百万円などにより、１億６千２百万円の支出となりました。 

    これらの結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ10億

   ７千１百万円減少し、139億８千２百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年２月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月10日の決算短信発表時に公表いたしました業績予

想から変更はございません。 

   

   

（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、   

   

（４）追加情報  

   第１四半期連結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（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,470 14,399

受取手形及び売掛金 3,255 4,313

リース投資資産 589 2,529

商品 72,602 74,782

繰延税金資産 2,620 1,302

その他 5,575 5,250

貸倒引当金 △8 △2

流動資産合計 100,105 102,574

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 146,617 148,188

減価償却累計額 △86,456 △87,475

建物及び構築物（純額） 60,160 60,713

土地 67,570 71,229

リース資産 4,076 4,076

減価償却累計額 △347 △454

リース資産（純額） 3,728 3,621

建設仮勘定 708 841

その他 20,357 21,755

減価償却累計額 △14,542 △15,727

その他（純額） 5,815 6,027

有形固定資産合計 137,983 142,432

無形固定資産   

借地権 5,807 5,830

ソフトウエア 4,748 4,773

その他 196 199

無形固定資産合計 10,752 10,802

投資その他の資産   

投資有価証券 7,514 6,691

敷金及び保証金 42,184 41,983

繰延税金資産 1,343 1,275

長期前払費用 2,699 2,566

その他 1,434 1,374

貸倒引当金 △66 △60

投資その他の資産合計 55,108 53,831

固定資産合計 203,844 207,067

資産合計 303,950 309,642



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,774 48,604

短期借入金 27,300 22,350

1年内返済予定の長期借入金 20,715 23,674

リース債務 77 80

未払法人税等 4,419 3,444

繰延税金負債 10 －

賞与引当金 4,026 1,746

ポイント引当金 410 424

その他 11,016 11,018

流動負債合計 113,748 111,343

固定負債   

長期借入金 33,950 40,038

リース債務 4,110 4,069

繰延税金負債 411 321

再評価に係る繰延税金負債 219 219

退職給付引当金 454 455

役員退職慰労引当金 23 16

資産除去債務 1,192 1,213

長期預り金 5,657 5,612

負ののれん 63 72

その他 2,694 2,512

固定負債合計 48,776 54,531

負債合計 162,525 165,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 41,603 41,603

利益剰余金 91,920 97,698

自己株式 △956 △3,885

株主資本合計 142,566 145,415

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 750 259

繰延ヘッジ損益 14 0

土地再評価差額金 △1,906 △1,906

その他の包括利益累計額合計 △1,141 △1,648

純資産合計 141,424 143,767

負債純資産合計 303,950 309,642



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 228,785 223,926

売上原価 159,122 156,980

売上総利益 69,662 66,945

営業収入   

不動産賃貸収入 2,339 2,685

営業総利益 72,002 69,631

販売費及び一般管理費 57,692 57,353

営業利益 14,309 12,277

営業外収益   

受取利息 133 133

受取配当金 171 198

その他 235 270

営業外収益合計 539 603

営業外費用   

支払利息 505 542

支払手数料 93 29

その他 10 36

営業外費用合計 609 608

経常利益 14,239 12,272

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 198 －

店舗閉鎖損失戻入額 92 －

その他 36 －

特別利益合計 327 －

特別損失   

固定資産除売却損 93 189

投資有価証券評価損 59 55

減損損失 989 24

店舗閉鎖損失 7 －

出店計画中止損 4 －

災害による損失 2,945 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 697 －

その他 133 2

特別損失合計 4,931 272

税金等調整前四半期純利益 9,635 12,000

法人税、住民税及び事業税 3,925 3,336

法人税等調整額 268 1,561

法人税等合計 4,194 4,897

少数株主損益調整前四半期純利益 5,441 7,102

四半期純利益 5,441 7,102



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,441 7,102

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △202 △491

繰延ヘッジ損益 △0 △15

その他の包括利益合計 △203 △506

四半期包括利益 5,237 6,596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,237 6,596

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 9,635 12,000

減価償却費 4,583 4,876

減損損失 989 24

のれん償却額 47 8

賞与引当金の増減額（△は減少） 393 △2,279

受取利息及び受取配当金 △304 △332

支払利息 505 542

固定資産除売却損益（△は益） 93 189

災害損失 2,945 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 697 －

売上債権の増減額（△は増加） △960 △1,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,383 △2,180

仕入債務の増減額（△は減少） 13,034 2,830

その他 △2,819 △2,686

小計 22,457 11,936

利息及び配当金の受取額 194 332

利息の支払額 △257 △544

法人税等の支払額 △2,702 △4,530

法人税等の還付額 693 801

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,385 7,994

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 △7,539 △8,309

有形固定資産の売却による収入 226 92

無形固定資産の取得による支出 △797 △1,004

敷金及び保証金の差入による支出 △707 △942

敷金及び保証金の回収による収入 1,580 1,120

投資有価証券の売却による収入 23 10

貸付金の回収による収入 44 35

その他 △140 93

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,309 △8,903

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） △30,500 △4,950

長期借入れによる収入 26,500 20,000

長期借入金の返済による支出 △8,575 △10,952

自己株式の取得による支出 △0 △3,014

配当金の支払額 △1,101 △1,324

その他 △1 79

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,678 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △602 △1,071

現金及び現金同等物の期首残高 19,216 15,053

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,613 13,982



該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱における取引等です。 

２．セグメント利益の調整額△1,081百万円には、セグメント間取引消去△1,153百万円、その他72百万円が

含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．その他は、ＤＣＭホールディングス㈱における取引等です。 

２．セグメント利益の調整額△1,688百万円には、セグメント間取引消去△1,700百万円、その他11百万円が

含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

 自己株式の取得  

 当社は、平成24年４月10日及び平成24年６月29日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議に基づ

き、自己株式取得を行いました。これにより、自己株式が3,011百万円増加しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
計 

調整額 

（注２） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注３）  カーマ ダイキ ホーマック 

営業収益        

外部顧客への売上高  68,184  59,268  103,561  110  231,124  －  231,124

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  2  2  11,819  11,823  △11,823  －

計  68,184  59,270  103,563  11,930  242,948  △11,823  231,124

セグメント利益  4,223  2,421  7,675  1,070  15,391  △1,081  14,309

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
計 

調整額 

（注２） 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注３）  カーマ ダイキ ホーマック 

営業収益        

外部顧客への売上高  67,220  57,865  101,411  114  226,612  －  226,612

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  2  2  20,065  20,069  △20,069  －

計  67,220  57,867  101,413  20,180  246,681  △20,069  226,612

セグメント利益  3,278  2,049  6,680  1,958  13,966  △1,688  12,277

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

商品別売上情報 

（単位：百万円、％） 

（注）１．記載金額には消費税等は含まれておりません。 

２．ホームセンター事業の部門別の主な取扱商品は、次のとおりであります。 

   

   

   

  

４．補足情報

事業部門 

前第２四半期 

連結累計期間  

(自 平成23年３月１日 

至 平成23年８月31日)

当第２四半期 

連結累計期間  

(自 平成24年３月１日  

至 平成24年８月31日) 

（参考） 

前連結会計年度 

(自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日)

  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 ホームセンター事業              

  園芸・エクステリア  40,197  17.6  41,901  18.7  64,240  14.7

  ホームインプルーブメント  37,596  16.5  37,540  16.8  74,265  17.1

  ホームレジャー・ペット  36,218  15.8  35,028  15.6  65,779  15.0

  ハウスキーピング  63,004  27.5  61,362  27.4  122,376  28.0

  ホームファニシング  18,315  8.0  17,569  7.8  35,389  8.1

  ホームエレクトロニクス  25,621  11.2  20,523  9.2  55,710  12.7

  その他  7,830  3.4  10,000  4.5  19,375  4.4

 合計  228,785  100.0  223,926  100.0  437,138  100.0

部門 取扱商品 

 園芸・エクステリア  園芸用品、大型機械、農業・業務資材、植物、エクステリア、屋外資材他 

 ホームインプルーブメント  作業用品、金物、工具、塗料、補修、木材、建築資材他 

 ホームレジャー・ペット  カー用品、スポーツ、玩具、自転車、レジャー、ペット用品他 

 ハウスキーピング 
 日用消耗品、文具、ダイニング・キッチン、バス・トイレタリー、 

 ヘルスケア・ビューティケア、食品他 

 ホームファニシング  インテリア、寝具、家具収納他 

 ホームエレクトロニクス  家庭電器、冷暖房、住宅設備、電材・照明、ＡＶ情報機器他 

 その他  テナント植物、テナントペット、灯油、工事費、サービス料他 
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