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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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）

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3月期第1四半期 11,777 △1.0 186 △54.7 126 △62.9 77 △62.3

25年3月期第1四半期 11,897 △5.6 411 △9.0 341 △9.7 206 0.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 107百万円 （△36.4％） 25年3月期第1四半期 168百万円 （△23.1％）

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3月期第1四半期 5.68 ―

25年3月期第1四半期 15.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 41,351 9,284 22.5 678.62
25年3月期 39,887 9,246 23.2 675.78

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,284百万円 25年3月期  9,246百万円

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3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 24,120 3.2 660 2.3 500 3.8 300 0.9 21.93
通期 47,700 4.8 1,110 13.0 800 15.5 480 16.0 35.08



(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） 

※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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３） 連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※  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3月期1Q 13,714,995 株 25年3月期 13,714,995 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 33,008 株 25年3月期 33,008 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 13,681,987 株 25年3月期1Q 13,682,087 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果を背景に、製造業を中心とした企業収益に

改善の動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しております。 

 ホームセンター業界におきましては、市場規模が伸び悩む中、規模の拡大を進める上位企業の寡占化とオーバー

ストア化が伸展しております。   

  このような状況の中で当社グループは、「お客様の期待に応える店づくり」「利益を重視した効率的な店舗運

営」を目標に、お客様の満足度向上に向けた諸施策への取り組みと、収益体質の強化に努めてまいりました。ま

た、従来のホームセンターの新たな形と位置づけた、より専門性の高い店舗の開発に注力いたしました。 

 出店の状況につきましては、平成25年４月、静岡県島田市に「ジャンボエンチョー島田店」を開店いたしまし

た。同店は「より快適な住生活を提案するＤＩＹホームセンター」として、地域社会の皆様の生活に貢献し、地域

に密着した店舗を目指しております。また、同店敷地内にホームファッション専門店とアウトドア専門店を融合し

た当社グループ直営の「casa＆ＳＷＥＮ島田店」を含む４店舗のテナントを併設しております。なお、アウトドア

専門店の「ＳＷＥＮ」は同月、愛知県名古屋市中区に「ＳＷＥＮナディアパーク栄店」を開店し、ブランドイメー

ジの向上を図るため、名古屋地区へのドミナント出店を推進しております。 

 上記３店舗を出店したものの、競合店の影響や園芸用品を中心とした春物商材が振るわなかったこと等により、

売上高は11,777百万円（前年同四半期比1.0％減）となりました。売上高の減少に加え、新店３店舗のオープンコ

ストを計上した結果、営業利益は186百万円（同54.7％減）、経常利益は126百万円（同62.9％減）、四半期純利益

は77百万円（同62.3％減）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,463百万円増加し41,351百万円と

なりました。 

 流動資産は、14,669百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,277百万円増加いたしました。これは主に現金及

び預金の増加977百万円、商品の増加309百万円によるものであります。固定資産は、26,681百万円となり、前連結

会計年度末に比べ186百万円増加いたしました。これは主に建物及び構築物の増加687百万円、建設仮勘定の減少

707百万円、有形固定資産のその他に含まれておりますリース資産の増加203百万円によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,425百万円増加し32,066百万円と

なりました。 

 流動負債は、17,541百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,699百万円増加いたしました。これは主に支払手

形及び買掛金の増加1,177百万円、短期借入金の増加731百万円、流動負債のその他に含まれております未払消費税

等の減少187百万円によるものであります。固定負債は、14,524百万円となり、前連結会計年度末に比べ274百万円

減少いたしました。これは主に長期借入金の減少306百万円によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し9,284百万円とな

りました。これは四半期純利益77百万円、剰余金の配当68百万円、その他有価証券評価差額金の増加29百万円によ

るものであります。この結果、自己資本比率は、22.5％（前連結会計年度末は23.2％）となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。   

    

（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。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,466,827 3,443,975

受取手形及び売掛金 986,733 1,038,844

有価証券 100,210 －

商品 9,271,864 9,581,585

仕掛品 18,017 23,182

貯蔵品 13,121 14,378

繰延税金資産 139,597 106,158

その他 403,095 469,011

貸倒引当金 △7,535 △7,532

流動資産合計 13,391,932 14,669,603

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,401,338 8,088,695

土地 11,767,769 11,767,769

建設仮勘定 807,669 99,922

その他（純額） 832,081 1,055,586

有形固定資産合計 20,808,859 21,011,973

無形固定資産 91,281 91,091

投資その他の資産   

投資有価証券 820,155 854,643

長期貸付金 1,435,042 1,410,121

敷金及び保証金 2,357,414 2,340,588

繰延税金資産 329,487 316,632

その他 708,284 710,669

貸倒引当金 △55,128 △54,153

投資その他の資産合計 5,595,255 5,578,501

固定資産合計 26,495,395 26,681,566

資産合計 39,887,327 41,351,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,661,509 7,839,420

短期借入金 5,663,890 6,395,090

未払法人税等 71,341 17,354

その他 3,445,038 3,289,635

流動負債合計 15,841,780 17,541,501

固定負債   

社債 812,400 787,400

長期借入金 10,799,347 10,492,891

退職給付引当金 824,493 818,344

資産除去債務 280,904 341,522

その他 2,082,349 2,084,635

固定負債合計 14,799,494 14,524,793

負債合計 30,641,274 32,066,294
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,902,954 2,902,954

資本剰余金 3,435,559 3,435,559

利益剰余金 2,775,383 2,784,737

自己株式 △14,631 △14,631

株主資本合計 9,099,265 9,108,619

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,787 176,256

その他の包括利益累計額合計 146,787 176,256

純資産合計 9,246,053 9,284,876

負債純資産合計 39,887,327 41,351,170
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（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,897,627 11,777,908

売上原価 8,477,161 8,430,661

売上総利益 3,420,466 3,347,246

営業収入 285,286 291,643

営業総利益 3,705,753 3,638,889

販売費及び一般管理費 3,294,063 3,452,279

営業利益 411,689 186,610

営業外収益   

受取利息 8,833 8,281

受取配当金 7,541 8,178

その他 16,666 18,978

営業外収益合計 33,041 35,439

営業外費用   

支払利息 79,060 70,009

その他 24,505 25,318

営業外費用合計 103,565 95,328

経常利益 341,165 126,721

税金等調整前四半期純利益 341,165 126,721

法人税、住民税及び事業税 69,785 7,293

法人税等調整額 64,843 41,664

法人税等合計 134,628 48,957

少数株主損益調整前四半期純利益 206,537 77,763

四半期純利益 206,537 77,763
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 206,537 77,763

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,039 29,469

その他の包括利益合計 △38,039 29,469

四半期包括利益 168,498 107,232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,498 107,232

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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