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(百万円未満切捨て)

１．平成25年8月期第２四半期の業績（平成24年9月1日～平成25年2月28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 ％

25年8月期第２四半期 76,995 △1.2 5,671 △10.2 7,287 △2.4 4,458 △3.3

24年8月期第２四半期 77,896 2.8 6,315 2.7 7,464 6.3 4,611 21.3

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8月期第２四半期 90 06 90 06

24年8月期第２四半期 93 15 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第２四半期 228,136 182,416 80.0

24年8月期 223,228 177,989 79.7

(参考) 自己資本 25年8月期第２四半期182,402百万円 24年8月期177,966百万円

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

 24年8月期 ― 17 50 ― 32 50 50 00

 25年8月期 ― 25 00

 25年8月期(予想) ― 25 00 50 00

３．平成25年8月期の業績予想（平成24年9月1日～平成25年8月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 163,957 2.8 13,441 △1.6 15,960 1.7 9,736 12.0 196 68
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・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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧くださ

い。

（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)  25年8月期２Ｑ 51,389,104株  24年8月期 51,389,104株

② 期末自己株式数  25年8月期２Ｑ 1,889,293株  24年8月期 1,888,666株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年8月期２Ｑ 49,500,207株  24年8月期２Ｑ 49,501,252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、東日本大震災の復興需要を背景として回復基調にあるも

のの、全体的には円高及び株安の影響で景気の不透明感が続いておりましたが、昨年12月の政権交代を機

に、新政権の掲げる経済政策への期待から円安及び株高の傾向が現れ、デフレ脱却と景気回復への期待感

が高まっております。しかしながら、海外経済の下振れや不透明な雇用・所得環境により下押しされるリ

スクも存在しており、また今後においては各種の増税対策や保険料負担の増加等の動向により、消費の先

行きにも不透明感が残る状況で推移いたしました。 

小売業界におきましては、異業種を含めた企業間競争の激化が継続しており、顧客の獲得競争は依然と

して非常に厳しい経営環境となっております。  

このような状況のもと当社は、テレビコマーシャルをはじめとした、様々な販売企画を行いながら地域

のお客様に支持される店作りを実行するため、感謝と奉仕の精神から「サービス日本一を目指す」を基本

方針とした営業活動を継続して行ってまいりました。 

売上高につきましては、769億9千5百万円(前年同四半期比1.2%減)、売上総利益249億9千7百万円(前年

同四半期比0.7%減)、売上総利益率32.5%(前年同四半期比0.2ポイント増)となりました。 

また、販売費及び一般管理費は、広告宣伝費等の増加もあり193億2千6百万円(前年同四半期比2.5%

増)、対売上高比率は25.1%(前年同四半期比0.9ポイント増)となりました。 

この結果、営業利益56億7千1百万円(前年同四半期比10.2%減)、経常利益72億8千7百万円(前年同四半期

比2.4%減)、四半期純利益44億5千8百万円(前年同四半期比3.3%減)となりました。 

セグメントの業績のうち報告セグメントについては、次のとおりであります。 

家具・ホームファッション用品は、売上高237億6千4百万円(前年同四半期比4.2%増)で全体の売上高に

占める構成比は30.9%、売上総利益は103億3千2百万円(前年同四半期比4.0%増)となりました。 

ホームセンター用品は、売上高532億3千万円(前年同四半期比3.4%減)で全体の売上高に占める構成比は

69.1%、売上総利益は146億6千5百万円(前年同四半期比3.7%減)となりました。 

  

①財政状態 

当第２四半期会計期間末の総資産は、2,281億3千6百万円となり、前事業年度末に比べ49億7百万円増加

となりました。これは主に建物及び構築物が26億1千3百万円増加、土地が26億3千5百万円増加したことに

よるものです。 

負債の部は、457億1千9百万円となり、前事業年度末に比べ4億8千1百万円増加となりました。これは主

に流動負債「その他」に含まれる設備関係支払手形が10億3千万円増加したことによるものです。 

純資産の部は、1,824億1千6百万円となり、前事業年度末に比べ44億2千6百万円増加となりました。こ

れは主に利益剰余金が28億4千9百万円増加したことによるものです。 

  

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
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累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、前事業年度末より25

億1千3百万円減少し、266億3千2百万円となりました。当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 税引前四半期純利益72億6千9百万円、減価償却費21億3千2百万円、法人税等の支払額32億3千9百万円な

どにより、営業活動の結果獲得した資金は58億6千7百万円(前年同期は58億4千1百万円の収入)となりまし

た。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 有形固定資産の取得による支出74億5千5百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は72億8千8百

万円(前年同期は30億6千8百万円の支出)となりました。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 配当金の支払額16億5百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は16億3千4百万円(前年同期は8

億9千3百万円の支出)となりました。 

  

当事業年度の業績予想につきましては、上期の実績を踏まえて、下記のとおり修正いたしました。 

平成25年8月期業績予想（平成24年9月1日～平成25年8月31日） 

 
  

(税金費用の計算) 

税金費用については、当第２四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しておりま

す。 

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成24年9月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。  

（３）業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 
（平成24年10月12日発表）

168,479 13,928 15,960 9,736 196.68

今回修正予想（Ｂ） 163,957 13,441 15,960 9,736 196.68

増減額（Ｂ－Ａ） △4,522 △487 － － －

増減率 △2.7 △3.5 － － －

（ご参考）前期実績 
（平成24年8月期）

159,480 13,653 15,690 8,693 175.61

２．サマリー情報(注記事項)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
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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８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,555 21,336

受取手形及び売掛金 4,860 4,592

有価証券 10,534 12,309

商品及び製品 19,006 19,472

その他 5,271 4,876

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 64,222 62,582

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 56,137 58,750

土地 70,377 73,012

その他（純額） 5,089 6,140

有形固定資産合計 131,604 137,904

無形固定資産 299 274

投資その他の資産

その他 27,307 27,580

貸倒引当金 △206 △206

投資その他の資産合計 27,101 27,374

固定資産合計 159,005 165,553

資産合計 223,228 228,136

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,191 28,937

未払法人税等 3,334 2,908

引当金 480 504

その他 6,097 7,010

流動負債合計 39,103 39,360

固定負債

引当金 1,887 2,065

資産除去債務 1,737 1,751

その他 2,510 2,541

固定負債合計 6,135 6,359

負債合計 45,238 45,719

純資産の部

株主資本

資本金 16,533 16,533

資本剰余金 19,344 19,344

利益剰余金 149,734 152,583

自己株式 △6,131 △6,132

株主資本合計 179,481 182,329

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,515 72

評価・換算差額等合計 △1,515 72

新株予約権 23 14

純資産合計 177,989 182,416

負債純資産合計 223,228 228,136
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 77,896 76,995

売上原価 52,733 51,997

売上総利益 25,162 24,997

販売費及び一般管理費 18,846 19,326

営業利益 6,315 5,671

営業外収益

受取利息 20 45

受取配当金 22 25

受取賃貸料 2,140 2,133

その他 579 961

営業外収益合計 2,763 3,166

営業外費用

賃貸費用 1,498 1,377

その他 116 173

営業外費用合計 1,615 1,551

経常利益 7,464 7,287

特別利益

固定資産売却益 649 8

受取補償金 16 －

その他 53 －

特別利益合計 718 8

特別損失

固定資産除売却損 14 26

減損損失 49 －

その他 4 －

特別損失合計 68 26

税引前四半期純利益 8,114 7,269

法人税等 3,503 2,811

四半期純利益 4,611 4,458
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28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 8,114 7,269

減価償却費 2,241 2,132

減損損失 49 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

受取利息及び受取配当金 △43 △71

為替差損益（△は益） △153 △542

売上債権の増減額（△は増加） 279 267

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,397 △466

仕入債務の増減額（△は減少） 926 △103

その他 △765 549

小計 9,250 9,035

利息及び配当金の受取額 43 71

法人税等の支払額 △3,451 △3,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,841 5,867

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 △5,045 △7,455

有形固定資産の売却による収入 3,737 0

差入保証金の差入による支出 △3,104 △139

その他 1,343 306

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,068 △7,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △865 △1,605

その他 △27 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △893 △1,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 153 542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,032 △2,513

現金及び現金同等物の期首残高 27,043 29,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,076 26,632
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成23年9月1日  至  平成24年2月29日) 

１．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 

 
(注)セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

該当事項はありません。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成24年9月1日  至  平成25年2月28日) 

１．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 

 
(注)セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

該当事項はありません。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

(単位：百万円)
家具・

ホームファッション用品
ホームセンター用品 計

売上高

 外部顧客への売上高 22,812 55,083 77,896

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

－ － －

計 22,812 55,083 77,896

セグメント利益 9,935 15,226 25,162

(単位：百万円)
家具・

ホームファッション用品
ホームセンター用品 計

売上高

 外部顧客への売上高 23,764 53,230 76,995

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

－ － －

計 23,764 53,230 76,995

セグメント利益 10,332 14,665 24,997

（６）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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