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四半期報告書提出予定日 平成25年7月12日 配当金支払開始予定 －

(百万円未満切捨て)

１．平成25年8月期第３四半期の業績（平成24年9月1日～平成25年5月31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３四半期 119,510 △0.4 9,716 △8.9 12,373 1.5 7,580 3.7

24年8月期第３四半期 119,938 1.3 10,662 △6.4 12,188 △3.9 7,310 6.7

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３四半期 153 13 153 12

24年8月期第３四半期 147 68 ―

（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３四半期 234,144 185,236 79.1

24年8月期 223,228 177,989 79.7

(参考) 自己資本 25年8月期第３四半期 185,226百万円 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）２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３Ｑ 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３Ｑ 1,879,749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３Ｑ 49,501,992株 24年8月期３Ｑ 49,501,118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



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………３ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………４ 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………４ 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………５ 

   第３四半期累計期間 …………………………………………………………………５ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………６ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………６ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………６ 

  

○添付資料の目次

㈱島忠（8184）　平成25年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

1



当第３四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、また、雇用情勢や所得環

境の停滞等、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。 

店舗の状況といたしましては、平成24年11月にホームズ三郷中央店(埼玉県三郷市)、平成25年3月にホ

ームズ町田三輪店(東京都町田市)を開店し、平成25年3月に永らくご愛顧いただきました谷原店(東京都練

馬区)を閉店いたしました。これにより平成25年5月末現在の店舗総数は55店舗となりました。 

売上高につきましては、1,195億1千万円(前年同四半期比0.4%減)、売上総利益は394億4千3百万円(前年

同四半期比0.3%増)、売上総利益率33.0%(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297億2千7百万円(前年同四半期比3.7%増)、対売上高比率は24.9%(前年

同四半期比1.0ポイント増)となりました。 

この結果、営業利益97億1千6百万円(前年同四半期比8.9%減)、経常利益123億7千3百万円(前年同四半期

比1.5%増)、四半期純利益75億8千万円(前年同四半期比3.7%増)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376億4千2百万円(前年同四半期比5.5%増)で全体の売上高に

占める構成比は31.5%、売上総利益は163億9千3百万円(前年同四半期比5.2%増)となりました。 

ホームセンター用品は、売上高818億6千8百万円(前年同四半期比2.8%減)で全体の売上高に占める構成

比は68.5%、売上総利益は230億5千万円(前年同四半期比3.0%減)となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、2,341億4千4百万円となり、前事業年度末に比べ109億1千6百万円

増加となりました。これは主に、商品及び製品が22億4千2百万円増加、土地が62億3千5百万円増加したこ

とによるものです。 

負債の部は、489億7百万円となり、前事業年度末に比べ36億6千9百万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25億7千6百万円増加したことによるものです。 

純資産の部は、1,852億3千6百万円となり、前事業年度末に比べ72億4千6百万円増加となりました。こ

れは主に利益剰余金が47億2千3百万円増加したことによるものです。 

  

当事業年度の業績予想につきましては、平成25年4月11日公表の数値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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(税金費用の計算) 

税金費用については、当第３四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３四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。  

  

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３四半期会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,555 16,063

受取手形及び売掛金 4,860 6,166

有価証券 10,534 13,239

商品及び製品 19,006 21,248

その他 5,271 4,830

貸倒引当金 △5 △7

流動資産合計 64,222 61,540

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 56,137 58,091

土地 70,377 76,612

その他（純額） 5,089 9,181

有形固定資産合計 131,604 143,885

無形固定資産 299 330

投資その他の資産

その他 27,307 28,593

貸倒引当金 △206 △206

投資その他の資産合計 27,101 28,387

固定資産合計 159,005 172,603

資産合計 223,228 234,144

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,191 31,042

未払法人税等 3,334 1,662

引当金 480 249

その他 6,097 9,399

流動負債合計 39,103 42,354

固定負債

引当金 1,887 2,154

資産除去債務 1,737 1,758

その他 2,510 2,640

固定負債合計 6,135 6,553

負債合計 45,238 48,907

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 149,734 154,457

自己株式 △6,131 △6,100

株主資本合計 179,481 184,235

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,515 990

評価・換算差額等合計 △1,515 990

新株予約権 23 10

純資産合計 177,989 185,236

負債純資産合計 223,228 234,144
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成24年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 119,938 119,510

売上原価 80,600 80,066

売上総利益 39,338 39,443

販売費及び一般管理費 28,675 29,727

営業利益 10,662 9,716

営業外収益

受取利息 25 172

受取配当金 45 48

受取賃貸料 3,185 3,209

その他 708 1,557

営業外収益合計 3,965 4,988

営業外費用

賃貸費用 2,236 2,081

その他 202 249

営業外費用合計 2,439 2,331

経常利益 12,188 12,373

特別利益

固定資産売却益 649 8

受取補償金 19 －

その他 53 －

特別利益合計 721 8

特別損失

固定資産除売却損 22 41

減損損失 49 －

その他 5 －

特別損失合計 76 41

税引前四半期純利益 12,833 12,340

法人税等 5,522 4,759

四半期純利益 7,310 7,580
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成23年9月1日  至  平成24年5月31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３四半期累計期間(自  平成24年9月1日  至  平成25年5月31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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 35,696 84,242 119,938

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 35,696 84,242 119,938

セグメント利益 15,579 23,758 39,338

(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 37,642 81,868 119,510

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 37,642 81,868 119,510

セグメント利益 16,393 23,050 39,443

（５）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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