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1.  平成26年2月期第2四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年8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 ％

26年2月期第2四半期 13,713 △1.2 348 12.0 294 14.7 165 15.8
25年2月期第2四半期 13,882 △1.9 311 △44.5 257 △48.0 142 △17.5

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

26年2月期第2四半期 34.36 33.98
25年2月期第2四半期 30.16 29.85

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第2四半期 14,270 2,179 15.3
25年2月期 13,808 2,036 14.7
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  2,179百万円 25年2月期  2,036百万円

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

25年2月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年2月期 ― 0.00
26年2月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成26年 2月期の業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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   

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 27,525 1.5 455 13.7 314 10.6 151 236.6 31.47



(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 

(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） 26年2月期2Q 5,000,000 株 25年2月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 189,148 株 25年2月期 198,076 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 4,806,644 株 25年2月期2Q 4,729,924 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、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おります。 

※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、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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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】P.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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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、公共投資の増加による内需の拡大や消費税率引き上げを見据えて

の耐久消費財の駆け込み需要等、アベノミクスのプラス効果によりＧＤＰ成長率は伸長しており、実体経済は緩や

かな回復傾向となっております。しかしながら、円安による原材料や食品等の輸入商品の価格上昇が一般消費者の

消費支出に及ぼす影響は大きく、本格的な景気回復には相応の時間を要するものと想定されます。  

 当小売業界におきましても、多くの企業の設備投資意欲は回復傾向にあるものの、平成26年４月予定の消費税率

引き上げに対し個人所得の増加は限定的であるとの見方も強く、実質的な所得環境の悪化となる不安感が個人消費

の本格的な回復を妨げている状況の中で、営業収益の向上に伴う利益改善は依然停滞しております。 

 このような状況の下、当社では地域のお客様に感動を与える店舗を実現することがお客様から支持される原点で

あると考えており、新たな商品の情報提供や買い回りのしやすい売場づくり等のサービスレベル向上に注力してお

ります。具体的には、従業員の接客レベル向上や専門知識の習得に対する教育を強化し、商品の使用方法や機能・

特性を紹介できる商品陳列やディスプレーを増やす等、お客様に買い物を楽しんで頂くと共に豊かな生活スタイル

を提案できる店舗づくりに努めております。  

 新規事業所の開設と致しましては、ペット事業において平成25年３月に鳳事業所（堺市西区）の開設を行い、既

存出店エリアにおけるドミナント化を着実に進めております。また、既存店舗の収益力の維持・強化を図るため

に、定期的に店舗設備や売場の改修を実施しております。  

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は13,713百万円（前年同期比1.2％減）となり、営業利

益は348百万円（同12.0％増）、経常利益は294百万円（同14.7％増）、四半期純利益は165百万円（同15.8％増）

となりました。 

  

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

① ホームセンター事業 

 ホームセンター事業におきましては、お買上金額に応じた抽選キャンペーンや生花オークション、店頭を利用

した朝市等のイベントを積極的に実施することで店舗への来店動機を高めているほか、モバイルアプリによる情

報発信や携帯クーポンの発行をスタートする等の新たな販売促進媒体の強化を進めており、集客力の向上を図っ

ております。また、顧客満足度向上のため、従来の無料配達や買い替え商品の引取りサービス等の実施に加え、

新たに開店時間を早める（一部店舗除く）等、お客様の利便性を高めることで売上高の改善に努めて参りまし

た。  

 販売費及び一般管理費につきましては、作業量に応じた適正な人員配置や作業計画の見直しを行う等の人件費

の削減を進めるとともに、効果の高い販売促進手段への絞り込みによる販売促進費等の節減を進めて参りまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間のセグメント売上高は8,834百万円（前年同期比3.4％減）となり、セグ

メント利益は448百万円（同14.3％減）となりました。  

② ペット事業  

 ペット事業におきましては、子供たちがペットとのふれあいを通じて店舗に親しむ好機となる「子供お仕事体

験」の開催やペットと一緒に遊べる体験型イベントを積極的に実施することで店舗価値及びリピート率の向上を

図っているほか、ブランドイメージの向上と認知度のアップを目的に関西地区を中心としたテレビＣＭの放映や

自社ホームページの店舗別ブログ等を利用した新規顧客の開拓を進めております。 

 また、売上高の底上げを図るために、商品特性や機能をアピールする重点販売商品を定め、お客様に商品の良

さを理解して頂くことに努めて参りました。トリミング等サービス部門強化への取組みとしては、社内のトリミ

ングコンテストを定期的に開催することで、従業員の技術力向上を図り、各店舗の技術レベルの均一化に取り組

んでおります。 

 販売費及び一般管理費につきましては、従業員それぞれの守備範囲を広げることで、作業効率の向上や作業量

に応じたより綿密な作業計画の作成が可能となり、サービスレベルを維持した状態での経費削減を進めておりま

す。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間のセグメント売上高は4,879百万円（前年同期比2.9％増）となり、セグ

メント利益は265百万円（同69.1％増）となりました。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債及び純資産の状況） 

 当第２四半期会計期間における資産につきましては、前事業年度に比べ462百万円増加し14,270百万円となり

ました。この主な要因は、現金及び預金の増加182百万円、新規事業所開設及び季節の変動に伴う商品の増加187

百万円、太陽光発電システムの設置等によるリース資産の増加265百万円等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間における負債につきましては、前事業年度に比べ319百万円増加し12,091百万円となり

ました。この主な要因は、買掛金の増加247百万円、太陽光発電システムの設置等によるリース債務の増加289百

万円等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間における純資産につきましては、前事業年度に比べ142百万円増加し2,179百万円となり

ました。この主な要因は、四半期純利益165百万円の計上及び剰余金の配当24百万円を行ったことにより、利益

剰余金が141百万円増加したこと等によるものであります。   

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成26年２月期の業績予想につきましては、平成25年４月12日に発表致しました「平成25年２月期 決算短信

〔日本基準〕（非連結）」に記載の業績予想から変更はありません。 

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の算出方法） 

 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する方法としております。     

   

（２）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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 551,053 733,202

売掛金 134,725 168,029

商品 2,840,394 3,027,547

貯蔵品 16,231 14,036

その他 833,007 835,336

流動資産合計 4,375,412 4,778,151

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,701,854 2,627,907

構築物（純額） 182,117 173,643

工具、器具及び備品（純額） 362,080 331,928

土地 2,459,310 2,459,310

リース資産（純額） 131,773 397,719

建設仮勘定 40,906 1,023

有形固定資産合計 5,878,043 5,991,531

無形固定資産 57,021 78,778

投資その他の資産   

長期貸付金 1,012,182 946,370

敷金及び保証金 1,625,744 1,625,840

その他 906,749 896,577

貸倒引当金 △46,595 △46,407

投資その他の資産合計 3,498,080 3,422,379

固定資産合計 9,433,145 9,492,690

資産合計 13,808,558 14,270,842
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,143,106 1,390,848

短期借入金 486,000 144,000

1年内償還予定の社債 71,600 71,600

1年内返済予定の長期借入金 2,753,533 2,664,918

未払法人税等 18,600 141,100

ポイント引当金 330,181 268,813

その他 642,959 834,483

流動負債合計 5,445,981 5,515,765

固定負債   

社債 428,400 392,600

長期借入金 5,075,342 5,093,444

退職給付引当金 15,871 14,954

資産除去債務 406,188 419,661

その他 400,058 654,816

固定負債合計 6,325,861 6,575,477

負債合計 11,771,842 12,091,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,900 326,900

資本剰余金 400,028 400,288

利益剰余金 1,339,853 1,480,992

自己株式 △33,870 △32,361

株主資本合計 2,032,910 2,175,818

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,805 3,780

評価・換算差額等合計 3,805 3,780

純資産合計 2,036,715 2,179,599

負債純資産合計 13,808,558 14,270,842
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 13,882,575 13,713,786

売上原価 9,432,836 9,288,210

売上総利益 4,449,739 4,425,575

その他の営業収入   

賃貸収入 191,632 191,580

その他 211,455 217,253

その他の営業収入合計 403,088 408,833

営業総利益 4,852,827 4,834,409

販売費及び一般管理費 4,541,789 4,485,957

営業利益 311,038 348,452

営業外収益   

受取利息 8,255 8,120

受取配当金 2,246 2,050

受取手数料 4,232 5,015

その他 11,886 8,980

営業外収益合計 26,620 24,166

営業外費用   

支払利息 71,919 65,841

支払手数料 7,437 9,369

その他 1,217 2,440

営業外費用合計 80,573 77,652

経常利益 257,084 294,967

特別利益   

投資有価証券売却益 － 646

特別利益合計 － 646

特別損失   

固定資産除却損 79 －

投資有価証券評価損 － 4,705

特別損失合計 79 4,705

税引前四半期純利益 257,005 290,908

法人税等 114,369 125,760

四半期純利益 142,636 165,148
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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 257,005 290,908

減価償却費 219,491 218,790

ポイント引当金の増減額（△は減少） 405 △61,367

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,155 △916

貸倒引当金の増減額（△は減少） △546 △187

受取利息及び受取配当金 △10,501 △10,170

受取保険金 △4,940 △2,653

支払利息 71,919 65,841

長期貸付金の家賃相殺額 51,199 51,739

固定資産除売却損益（△は益） 79 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △646

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,705

売上債権の増減額（△は増加） △12,568 △33,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,653 △184,956

仕入債務の増減額（△は減少） 203,078 247,742

未払金の増減額（△は減少） 73,975 156,309

その他 △81,494 △63,840

小計 551,604 677,993

利息及び配当金の受取額 2,253 2,057

利息の支払額 △69,517 △64,029

法人税等の支払額 △91,330 △5,156

法人税等の還付額 － 68,454

保険金の受取額 4,940 2,653

営業活動によるキャッシュ・フロー 397,949 681,973

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 △313,887 △26,747

無形固定資産の取得による支出 △4,800 △740

投資有価証券の売却による収入 － 2,060

長期貸付けによる支出 △20,000 －

長期貸付金の回収による収入 21,436 21,396

敷金及び保証金の差入による支出 △75 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,326 △4,031

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） 522,000 △342,000

長期借入れによる収入 950,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,488,882 △1,558,164

社債の償還による支出 － △35,800

ストックオプションの行使による収入 － 1,800

自己株式の取得による支出 － △30

配当金の支払額 △33,060 △23,985

リース債務の返済による支出 △20,009 △37,612

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,951 △495,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,671 182,149

現金及び現金同等物の期首残高 616,294 551,053

現金及び現金同等物の四半期末残高 626,966 733,202
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 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）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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