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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 23,012 △1.6 298 △53.8 159 △66.9 109 △63.2
25年3月期第2四半期 23,380 △5.4 644 △27.7 481 △33.6 297 △24.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 174百万円 （△28.3％） 25年3月期第2四半期 242百万円 （△39.8％）

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2四半期 8.01 ―
25年3月期第2四半期 21.73 ―

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2四半期 40,086 9,351 23.3 683.51
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2四半期  9,351百万円 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 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 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、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 45,200 △0.7 570 △42.0 290 △58.1 230 △44.4 16.81



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期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．３「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2Q 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2Q 33,303 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2Q 13,681,949 株 25年3月期2Q 13,682,087 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出に持ち直しの動きがみられ、大企業を中心に企業収益が

改善する一方で個人消費は一部の高額商品を除き低調に推移しました。 

 ホームセンター業界におきましては、アベノミクスによる景気回復の効果が浸透しない中、大手企業による寡占

化の進行と業態の垣根を越えた競争が厳しさを増しております。 

 このような状況の中で当社グループは、地域の人々の快適な住まい・暮らしをサポートする企業グループを目指

し、既存事業の深耕、拡大と新たな事業モデルの基盤構築に注力するとともにお客様へのサービスの充実に努めま

した。 

 店舗につきましては、本年４月、静岡県島田市に「ジャンボエンチョー島田店」をオープンいたしました。同店

はハード商品の売場構成比を拡大し、ハードに特化した専門性の高い店舗としたほか、既存カテゴリーに捉われず

生活シーンにあわせた商品陳列に変更するなど新しいホームセンターを目指した業態としております。 

 新規事業への取り組みとしては、高い成長を続けるハードウェアショップの３号店として売場面積800坪の大型

専門店の出店準備を進めたほか、年々拡大するペット市場に着目し、トリミングやペットホテルなどペットに関す

るワンストップサービスを提供するペットショップの出店準備も進めました。 

 その他、高齢者などへの買物支援サービスを行う「らくらく宅配サービス」では利用者拡大に努め、よりきめ細

かなサービスの提供に取り組みました。 

 なお、本年は当社提供のテレビ番組「エンジョイＤＩＹ」が「住まいの110番」としての放送を開始して以来30

周年を迎えたことから、30周年記念商品の販売や店頭イベントの実施など各種販促活動を通じ売上の拡大に努めま

した。 

 しかしながら、春先の天候不順による季節品の不振の影響もあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は、

23,012百万円（前年同期比1.6％減）となりました。利益面につきましては、新規出店による人件費の増加などに

より販売費及び一般管理費は前期に比べ増加し、営業利益は298百万円（同53.8％減）、経常利益は159百万円（同

66.9％減）、四半期純利益は109百万円（同63.2％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四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198百万円増加し、40,086百万円と

なりました。 

 流動資産は、13,344百万円となり、前連結会計年度末に比べ47百万円減少いたしました。これは主に現金及び預

金の減少147百万円、受取手形及び売掛金の減少249百万円、商品の増加218百万円、前払費用の増加等により流動

資産のその他が195百万円増加したことによるものであります。固定資産は、26,742百万円となり、前連結会計年

度末に比べ246百万円増加いたしました。これは主に建物及び構築物の増加548百万円、建設仮勘定の減少511百万

円、リース資産の増加等により有形固定資産のその他が243百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四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93百万円増加し、30,734百万円とな

りました。 

 流動負債は、16,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ436百万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413百万円、短期借入金の増加606百万円、未払消費税等及び未払金の減少等により流動負債のそ

の他が635百万円減少したことによるものであります。固定負債は、14,455百万円となり、前連結会計年度末に比

べ343百万円減少いたしました。これは主に社債の減少171百万円、長期借入金の減少123百万円、預り保証金の減

少等により固定負債のその他が99百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四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105百万円増加し、9,351百万円と

なりました。これは主に利益剰余金の増加41百万円、その他有価証券評価差額金の増加64百万円によるものであり

ます。この結果自己資本比率は23.3％（前連結会計年度末は23.2％）となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収入452

百万円、投資活動による支出472百万円、財務活動による支出129百万円の結果、前連結会計年度末に比べ150百万

円減少し、2,035百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、452百万円（前年同期比1,154百万円の収入減）となりました。この主な要因

は、税金等調整前四半期純利益190百万円、売上債権の減少額249百万円、たな卸資産の増加額223百万円、仕入債

務の増加額391百万円、未払消費税等の減少額210百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、472百万円（同435百万円の支出増）となりました。この主な要因は、有価証券

の償還による収入100百万円、有形固定資産の取得による支出661百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、129百万円（同1,337百万円の支出減）となりました。この主な要因は、長短借

入金の増加382百万円、社債の償還による支出171百万円、リース債務の返済による支出234百万円によるものであ

ります。   

    

（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10月22日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表し、平成25年

５月10日発表の業績予想を修正しております。     

   

（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。    

   

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,466,827 2,319,566

受取手形及び売掛金 986,733 736,866

有価証券 100,210 －

商品 9,271,864 9,490,852

仕掛品 18,017 21,569

貯蔵品 13,121 13,860

繰延税金資産 139,597 170,129

その他 403,095 598,725

貸倒引当金 △7,535 △7,532

流動資産合計 13,391,932 13,344,036

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,401,338 7,949,649

土地 11,767,769 11,767,769

建設仮勘定 807,669 296,603

その他（純額） 832,081 1,076,080

有形固定資産合計 20,808,859 21,090,103

無形固定資産 91,281 90,901

投資その他の資産   

投資有価証券 820,155 899,152

長期貸付金 1,435,042 1,383,749

敷金及び保証金 2,357,414 2,314,568

繰延税金資産 329,487 303,043

その他 708,284 713,352

貸倒引当金 △55,128 △52,803

投資その他の資産合計 5,595,255 5,561,063

固定資産合計 26,495,395 26,742,069

資産合計 39,887,327 40,086,105

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,661,509 7,075,448

短期借入金 5,663,890 6,270,585

未払法人税等 71,341 123,384

その他 3,445,038 2,809,232

流動負債合計 15,841,780 16,278,650

固定負債   

社債 812,400 640,800

長期借入金 10,799,347 10,675,980

退職給付引当金 824,493 812,690

資産除去債務 280,904 343,234

その他 2,082,349 1,983,146

固定負債合計 14,799,494 14,455,852

負債合計 30,641,274 30,734,502
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９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 2,816,500

自己株式 △14,631 △14,761

株主資本合計 9,099,265 9,140,252

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,787 211,350

その他の包括利益累計額合計 146,787 211,350

純資産合計 9,246,053 9,351,603

負債純資産合計 39,887,327 40,086,105
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 23,380,636 23,012,368

売上原価 16,659,447 16,443,331

売上総利益 6,721,188 6,569,037

営業収入 576,895 591,745

営業総利益 7,298,084 7,160,783

販売費及び一般管理費 6,653,185 6,862,752

営業利益 644,898 298,031

営業外収益   

受取利息 17,056 15,949

受取配当金 7,562 8,204

その他 31,720 39,345

営業外収益合計 56,339 63,498

営業外費用   

支払利息 157,176 140,000

シンジケートローン手数料 45,094 46,131

その他 17,120 15,825

営業外費用合計 219,390 201,957

経常利益 481,847 159,572

特別利益   

受取保険金 － 10,198

違約金収入 － 31,000

特別利益合計 － 41,198

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,892

災害による損失 － 7,496

特別損失合計 － 10,389

税金等調整前四半期純利益 481,847 190,381

法人税、住民税及び事業税 195,341 101,676

法人税等調整額 △10,792 △20,821

法人税等合計 184,548 80,854

少数株主損益調整前四半期純利益 297,298 109,526

四半期純利益 297,298 109,526
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（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 297,298 109,526

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54,533 64,562

その他の包括利益合計 △54,533 64,562

四半期包括利益 242,764 174,089

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 242,764 174,089

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 481,847 190,381

減価償却費 407,881 441,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,153 △2,328

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,286 △11,802

有形固定資産除却損 4,998 －

受取利息及び受取配当金 △24,618 △24,153

支払利息 157,176 140,000

為替差損益（△は益） 8,384 880

売上債権の増減額（△は増加） △9,816 249,379

たな卸資産の増減額（△は増加） 517,599 △223,277

仕入債務の増減額（△は減少） 61,196 391,333

未払消費税等の増減額（△は減少） 236,105 △210,334

その他 78,721 △322,987

小計 1,917,035 618,709

利息及び配当金の受取額 10,406 10,644

利息の支払額 △153,546 △139,739

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △167,111 △37,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,606,784 452,079

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,000 △3,000

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △123,468 △661,601

投資有価証券の取得による支出 △360 △360

敷金及び保証金の差入による支出 △20,765 △14,284

敷金及び保証金の回収による収入 99,095 57,130

その他 12,794 49,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,705 △472,149

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） △242,000 574,000

長期借入れによる収入 2,200,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,956,287 △1,191,339

社債の償還による支出 △171,600 △171,600

長期未払金の返済による支出 △36,026 △37,240

リース債務の返済による支出 △192,404 △234,572

自己株式の増減額（△は増加） － △129

配当金の支払額 △68,269 △68,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466,589 △129,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,384 △880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,104 △150,260

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,213 2,185,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,131,318 2,035,566
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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）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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