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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 144,951 0.8 3,074 13.1 3,643 7.4 2,149 △31.4

20年２月期第３四半期 143,736 △2.6 2,718 36.6 3,393 27.7 3,133 54.1

20年２月期 191,119 － 3,893 － 4,732 － 3,796 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 38 47  －

20年２月期第３四半期 55 53  －

20年２月期 67 44  －

(2）連結財政状態  

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

21年２月期第３四半期 105,637 32,016 30.0 570 24

20年２月期第３四半期 109,425 32,954 29.9 584 80

20年２月期 102,718 32,279 31.1 572 29

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第３四半期 9,902 △518 △7,980 6,318

20年２月期第３四半期 11,758 △774 △10,422 8,095

20年２月期 6,544 △1,087 △8,077 4,913
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２．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）　【参考】

 （％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 190,000 △0.6 3,500 △10.1 4,200 △11.3 2,200 △42.1 39 63

 

３．その他

(1）期中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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

 

  （注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他 をご覧ください。

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、平成20年10月７日の公表値を見直した数値であります。

業績予想につきましては、平成21年１月６日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　当第３四半期連結会計期間（平成20年３月１日～11月30日）における我が国経済は、米国の金融危機をきっかけと

した経済情勢の悪化によって景気が落ち込み、消費意欲が急速に減速して、小売業にとっても厳しい経営環境となり

ました。

　こうした中、当社グループの中核事業でありますホームセンター事業では、継続して「本日開店」をスローガンに、

オペレーションの向上や買いやすい売場づくりなどに注力し、また来ていただける売場づくりに努めてまいりまし

た。

  販売拠点の強化にも取り組み、４月の東村山店（東京都東村山市）に続き、10月に東鷲宮店（埼玉県北葛飾郡）と

11月に甲賀店（滋賀県甲賀市）を出店し、新規出店数は合計で３店舗となりました。また、５月に保木間店（東京都

足立区）と８月に塩尻店（長野県塩尻市）の２店舗を閉店いたしました。これにより、当第３四半期連結会計期間末

現在においては、前連結会計年度末に比べ１店舗の増加となりました。その他、既存店の販売力の向上のため、当第

３四半期連結会計期間末までに全面改装を12店舗で実施し、既存店の活性化を図ってまいりました。

  こうした取り組みの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は前年を上回り、経常利益におきましても、前年同

期を上回りました。

  なお、当社グループのリフォーム会社であるデイツーリフォームは平成20年11月30日を以って解散いたしました。

　

　主要商品別概況（平成20年９月１日～11月30日の概況）

 

  ＤＩＹ・園芸用品

　ＤＩＹ用品では、軍手や長靴等の作業用品の動きが好調でした。また、レンガ、平板、防犯用の敷き砂利などが前

年同期を上回り好調に推移しました。

　園芸用品では、園芸用土、肥料が前年同期を上回ったほか、プランターや園芸用具も好調に推移しました。また、

種や草花の苗、野菜の苗なども好調でした。

 

　家庭用品・インテリア用品

　キッチン用品では、鍋などの調理器具、包丁、まな板などの調理道具が引続き好調に推移しました。また、ラップ

などの台所消耗品も好調に推移しています。その他、洗濯用品や清掃用品が引き続き前年同期を上回って推移してい

ます。しかしながら、インテリア用品は寝具などの動きが鈍く低調でした。

 

　レジャー用品・ペット用品

　レジャー用品では、トレーニング用品やカー用品が前年を下回り、低調に推移しました。

　ペット用品では、ペットの健康への関心の高まりからヘルシー、ダイエット志向のペットフードが引続き好調に推

移しました。また、ペットのトイレ用品や寝具などの室内用の飼育用品のほか、散歩関連用品も好調に推移しまし

た。

 

　  以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、　

　  売上高　　　　　　1,449億51百万円　（前年同期比　0.8%増）

    営業利益             30億74百万円　（前年同期比 13.1%増）　

    経常利益　　　　　　 36億43百万円　（前年同期比　7.4%増）　

　  四半期純利益　　　　 21億49百万円　（前年同期比 31.4%減）

　となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

    当第３四半期連結会計期間末の総資産は1,056億37百万円となり、前連結会計年度末に比較し29億19百万円増加いた

しました。主な要因は、たな卸資産38億36百万円の増加などによるものです。

    負債総額は736億21百万円となり、前連結会計年度末に比較し31億82百万円増加いたしました。主な要因は支払手形

及び買掛金の増加86億５百万円、短期・長期借入金70億60百万円の減少などによるものです。

    純資産合計は320億16百万円となり、前連結会計年度末に比較し２億63百万円減少いたしました。主な要因は四半期

純利益21億49百万円の計上、剰余金の配当６億98百万円の支払い、その他有価証券評価差額金15億48百万円の減少な

どによるものです。
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      当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（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、99億２百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益30億27

百万円、仕入債務の増加による86億５百万円であります。

（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、新規出店等による有形固定資産の取得による支出７億28百万円および投資有価証

券の取得による支出３億33百万円、敷金・保証金の差入れによる支出２億75百万円等と、一方敷金・保証金返還によ

る収入11億20百万円等により、５億18百万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）

  財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の純増減額による支出43億１百万円等と、長期借入金の返済による支

出27億58百万円等により79億80百万円となりました。

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ14億４

百万円増加し63億18百万円となりました。

    

３．連結業績予想に関する定性的情報

  経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、平成20年10月７日発表の予想を修正いたしました。

　詳細につきましては、平成21年１月６日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

４．その他

(1）期中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）

      該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

      たな卸資産の実地棚卸の省略等、一部簡便な手続きを採用しております。

      

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

      該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期末

（平成20年２月期

第３四半期末）

当四半期末

（平成21年２月期

第３四半期末）

増減

（参考）前期末

（平成20年２月期

末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 8,095 6,318 △1,777 △22.0 4,913

受取手形及び売掛金 963 1,114 151 15.7 683

たな卸資産 33,364 35,079 1,714 5.1 31,242

その他 4,070 4,029 △40 △1.0 4,271

貸倒引当金 △1 △0 1 △86.9 △1

流動資産合計 46,492 46,541 49 0.1 41,110

Ⅱ　固定資産      

(1）有形固定資産      

建物及び構築物 32,879 32,694 △184 △0.6 32,688

土地 11,858 11,452 △406 △3.4 11,733

その他 3,766 3,981 214 5.7 3,653

減価償却累計額 △23,283 △23,959 △675 2.9 △23,452

有形固定資産合計 25,221 24,169 △1,051 △4.2 24,622

(2）無形固定資産 838 1,104 265 31.7 865

(3）投資その他の資産      

投資有価証券 12,102 7,586 △4,515 △37.3 9,842

差入保証金 20,370 19,687 △683 △3.4 20,479

その他 4,893 6,979 2,085 42.6 6,268

貸倒引当金 △493 △431 61 △12.5 △470

投資その他の資産合計 36,872 33,821 △3,051 △8.3 36,120

固定資産合計 62,932 59,095 △3,836 △6.1 61,608

資産合計 109,425 105,637 △3,787 △3.5 102,718
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 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期末

（平成20年２月期

第３四半期末）

当四半期末

（平成21年２月期

第３四半期末）

増減

（参考）前期末

（平成20年２月期

末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 24,853 26,320 1,466 5.9 17,715

短期借入金 5,060 3,936 △1,123 △22.2 8,238

１年以内返済予定長期借入

金
4,891 15,706 10,815 221.1 4,362

その他 5,799 6,712 912 15.7 4,638

流動負債合計 40,604 52,675 12,070 29.7 34,953

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 31,286 16,879 △14,406 △46.0 30,982

退職給付引当金 2,045 2,083 38 1.9 2,061

役員退職慰労引当金 254 198 △55 △21.8 254

その他 2,279 1,783 △496 △21.8 2,185

固定負債合計 35,865 20,946 △14,919 △41.6 35,484

負債合計 76,470 73,621 △2,849 △3.7 70,438

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 14,948 14,948 － － 14,948

資本剰余金 12,095 12,095 － － 12,095

利益剰余金 4,932 7,046 2,113 42.9 5,595

自己株式 △2,304 △2,525 △221 9.6 △2,304

株主資本合計 29,671 31,564 1,892 6.4 30,334

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 3,052 145 △2,907 △95.2 1,693

繰延ヘッジ損益 △33 △50 △16 50.8 △36

評価・換算差額等合計 3,019 95 △2,924 △96.8 1,657

Ⅲ　少数株主持分 262 356 93 35.6 287

純資産合計 32,954 32,016 △938 △2.8 32,279

負債、純資産合計 109,425 105,637 △3,787 △3.5 102,718
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

 （百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期

(平成20年２月期

第３四半期）

当四半期

(平成21年２月期

第３四半期）

増減
（参考）前期

(平成20年２月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）

増減率

（％）
金額（百万円）

Ⅰ　売上高 143,736 144,951 1,214 0.8 191,119

Ⅱ　売上原価 104,836 105,498 662 0.6 139,186

売上総利益 38,900 39,452 551 1.4 51,933

Ⅲ　販売費及び一般管理費 36,181 36,377 195 0.5 48,039

営業利益 2,718 3,074 356 13.1 3,893

Ⅳ　営業外収益 2,171 2,016 △155 △7.2 2,831

Ⅴ　営業外費用 1,497 1,447 △49 △3.3 1,992

経常利益 3,393 3,643 250 7.4 4,732

Ⅵ　特別利益 1,338 95 △1,242 △92.8 1,379

Ⅶ　特別損失 1,224 712 △512 △41.8 2,339

税金等調整前四半期(当期）

純利益
3,506 3,027 △479 △13.7 3,772

法人税、住民税及び事業税 254 995 740 290.3 127

法人税等調整額 98 △185 △284 － △196

少数株主利益 19 68 48 248.7 44

四半期(当期）純利益 3,133 2,149 △984 △31.4 3,796
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

四半期変動額      

剰余金の配当   △705  △705

四半期純利益   3,133  3,133

自己株式の取得    △783 △783

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

     

四半期変動額合計
（百万円）

－ － 2,428 △783 1,645

平成19年11月30日残高
（百万円）

14,948 12,095 4,932 △2,304 29,671

 （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

四半期変動額      

剰余金の配当     △705

四半期純利益     3,133

自己株式の取得     △783

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

△3,122 △45 △3,168 12 △3,156

四半期変動額合計
（百万円）

△3,122 △45 △3,168 12 △1,511

平成19年11月30日残高
（百万円）

3,052 △33 3,019 262 32,954
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当第３四半期（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高
（百万円）

14,948 12,095 5,595 △2,304 30,334

四半期変動額      

剰余金の配当   △698  △698

四半期純利益   2,149  2,149

自己株式の取得    △220 △220

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

     

四半期変動額合計
（百万円）

－ － 1,450 △220 1,229

平成20年11月30日残高
（百万円）

14,948 12,095 7,046 △2,525 31,564

 （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成20年２月29日残高
（百万円）

1,693 △36 1,657 287 32,279

四半期変動額      

剰余金の配当     △698

四半期純利益     2,149

自己株式の取得     △220

株主資本以外の項目の四半
期変動額（純額）

△1,548 △13 △1,562 68 △1,493

四半期変動額合計
（百万円）

△1,548 △13 △1,562 68 △263

平成20年11月30日残高
（百万円）

145 △50 95 356 32,016
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〈参考〉前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 （百万円未満切捨て）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成19年２月28日残高

（百万円）
14,948 12,095 2,503 △1,520 28,026

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △705  △705

当期純利益   3,796  3,796

自己株式の取得    △784 △784

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,091 △784 2,307

 平成20年２月29日残高
（百万円）

14,948 12,095 5,595 △2,304 30,334

  （百万円未満切捨て）

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額

等合計

 平成19年２月28日残高
（百万円）

6,175 12 6,188 250 34,465

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △705

当期純利益     3,796

自己株式の取得     △784

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△4,482 △48 △4,531 37 △4,493

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4,482 △48 △4,531 37 △2,185

 平成20年２月29日残高
（百万円）

1,693 △36 1,657 287 32,279
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円未満切捨て）

科目

前年同四半期
（平成20年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年２月期
 第３四半期）

（参考）前期
（平成20年２月期）

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期）純利益 3,506 3,027 3,772

減価償却費 973 925 1,304

売上債権の増加額 △330 △430 △50

たな卸資産の増加（△）額又は減少額 △1,282 △3,836 839

仕入債務の増加額 7,806 8,605 668

その他 1,370 1,987 457

小計 12,043 10,277 6,991

法人税等の支払額 △140 △134 △142

その他 △144 △239 △305

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,758 9,902 6,544

Ⅱ　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 △1,376 △728 △1,539

有形固定資産の売却による収入　 509 26 562

投資有価証券の取得による支出 △653 △333 △667

投資有価証券の売却による収入　 131 0 131

敷金・保証金の差入による支出　 △528 △275 △955

敷金・保証金の返還による収入 1,306 1,120 1,583

その他 △162 △328 △203

投資活動によるキャッシュ・フロー △774 △518 △1,087

Ⅲ　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 △3,520 △4,301 △342

長期借入による収入 8,720 － 10,020

長期借入金の返済による支出 △14,133 △2,758 △16,265

配当金の支払額 △705 △698 △705

自己株式の取得による支出 △783 △220 △784

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,422 △7,980 △8,077

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額又は減少（△）額 561 1,404 △2,620

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,533 4,913 7,533

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 8,095 6,318 4,913
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