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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 ％

22年2月期第1四半期 48,328 ― 1,021 ― 1,237 ― 590 ―

21年2月期第1四半期 49,502 0.4 1,125 9.0 1,355 2.5 866 △24.1

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

22年2月期第1四半期 10.75 ―

21年2月期第1四半期 15.50 ―

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

22年2月期第1四半期 105,022 31,998 30.5 583.05
21年2月期 100,789 31,170 30.5 560.84

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  31,998百万円 21年2月期  30,780百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 6.25 ― 6.25 12.50
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

6.25 ― 6.25 12.50

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 
連結累計期間

95,300 △3.6 2,000 △25.4 2,300 △25.2 1,100 △42.0 20.04

通期 187,500 △1.2 3,800 △3.3 4,300 △7.4 2,400 1.2 43.73
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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）  無  
（注）当社は、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更し、株式会社カーライフケーヨー、株式会社穂高ショッピングセンター、茂原商業開発
株式会社を連結の範囲から除外しておりますが、開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号
のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
２.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、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、実際の業
績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想に関しては３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 59,476,284株 21年2月期  59,476,284株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  4,594,698株 21年2月期  4,593,923株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 54,881,870株 21年2月期第1四半期 55,901,887株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日～５月31日）における我が国経済は、景気悪化に下げ止
まり感が出ているものの、雇用・所得環境はいまだ厳しく、個人消費については好転の兆しは見えており
ません。また、景気に加え、物価の下落や業態を超えた競争状態によって、厳しい事業環境が続いてまい
りました。  
 こうした中、当社グループは「ふだんの暮らし総合店」づくりをさらにすすめていくため、品揃え枠の
拡大や安さづくりに努めてまいりました。  
 具体的には、商品開発への積極的な取り組みや商品構成の見直しをおこなって品揃えの改善を図り、同
時に低価格化への取り組みもおこなって、お客様の暮らしに貢献できる店づくりをすすめてまいりまし
た。また、生活防衛商品の強化や定額給付金、高速道路料金値下げなどの動きに合わせたチラシ訴求や店
内販促による販売促進をおこなって、消費の掘り起こしに努めてまいりました。  
 このほか、販売拠点の強化にも取り組み、当第１四半期連結会計期間に嵯峨店（京都市右京区）、韮崎
店（山梨県韮崎市）の２店舗を新規出店いたしました。また、既存店の販売力の向上のため、４店舗の全
面改装や部門改装を実施して既存店の活性化を図ってまいりました。  
 なお、当第１四半期連結会計期間より、ホームセンター事業に経営資源を集中させる目的で連結の範囲
を変更し、株式会社ケーヨー、ニック産業株式会社、本久ケーヨー株式会社のホームセンター事業３社を
連結対象の範囲とし、株式会社カーライフケーヨー、株式会社穂高ショッピングセンター、茂原商業開発
株式会社（持分法適用会社）は、いずれも小規模であり、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰
余金基準等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないことから、連結の範囲から除外することといたし
ております。  
 こうした取り組みの結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、483億28百万円（前年同期比
2.4％減）となりました。また、継続的な販売管理費の削減に取り組んでまいりましたが、売上高が減少
したことなどにより、営業利益は10億21百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は12億37百万円（前年
同期比8.7％減）となりました。四半期純利益につきましても、当第１四半期連結会計期間より適用し
た、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用初年度における商品評価損４億71百万円を特別損失に計
上したこともあり、５億90百万円（前年同期比31.9％減）となりました。  
 上記文中における前年同期比につきましては、参考として記載しております。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,050億22百万円となり、前連結会計年度末に比較し42億32百
万円増加いたしました。主な要因は現金及び預金15億67百万円の増加と、連結子会社であります本久ケー
ヨー株式会社を100％子会社化したことによる、のれんの増加14億94百万円や、投資有価証券の時価差額
の増加12億94百万円などによるものです。 
  負債総額は730億23百万円となり、前連結会計年度末に比較し34億４百万円増加いたしました。主な要
因は短期・長期借入金57億６百万円の減少と、支払手形及び買掛金71億77百万円の増加などによるもので
す。 
  純資産合計は319億98百万円となり、前連結会計年度末に比較し８億28百万円増加いたしました。主な
要因は四半期純利益5億90百万円の計上、その他有価証券評価差額金７億16百万円の増加、剰余金の配当
３億43百万円の支払などによるものです。 

  

本日公表のとおり、平成21年９月１日をもって、株式会社ケーヨーを存続会社として、ホームセンター
事業子会社である、ニック産業株式会社、本久ケーヨー株式会社を簡易合併の手続きにより、吸収合併す
ることといたしました。これにより、一層の経営の効率化をすすめてまいります。  
 なお、合併による業績への影響を考慮して通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本
日発表いたしました「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。  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
（注）当社は、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲を変更し、株式会社カーライフケーヨー、
株式会社穂高ショッピングセンター、茂原商業開発株式会社を連結の範囲から除外しておりますが、
開示府令第19条第８項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

  

1.簡便な会計処理 
①棚卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末 の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。  
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 
  
2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  該当事項はありません。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正
する内閣府令（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改
正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
  
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適

用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として売価還元原価法から、主として売価還元原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間における売上総利益、営業
利益、経常利益がそれぞれ１億93百万円、税金等調整前四半期純利益が６億64百万円減少しておりま
す。  
  
③リース取引に関する会計基準の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連結会
計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連
結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。  
 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響
は軽微であります。  
  

その他有価証券の評価基準及び評価方法については、従来、総平均法による原価法によっておりまし
たが、当第１四半期連結会計期間より、移動平均法による原価法に変更しております。この変更は、有
価証券売却による売却損益の把握をより迅速かつ適時に行うことを目的としたものであります。これに
よる損益に与える影響はありません。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 ②固定資産の減価償却費の算定方法

(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ④有価証券の評価基準及び評価方法の変更
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５【四半期連結財務諸表】 
(１)四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,199 2,631

受取手形及び売掛金 1,013 707

商品 34,252 33,684

その他 3,991 4,496

貸倒引当金 － △0

流動資産合計 43,456 41,519

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 32,391 32,761

土地 13,137 13,228

その他 3,693 3,750

減価償却累計額 △23,446 △24,022

有形固定資産合計 25,776 25,719

無形固定資産   

のれん 1,494 －

その他 1,079 1,098

無形固定資産合計 2,573 1,098

投資その他の資産   

投資有価証券 7,448 6,153

差入保証金 18,499 19,164

その他 7,880 7,535

貸倒引当金 △612 △401

投資その他の資産合計 33,215 32,451

固定資産合計 61,565 59,269

資産合計 105,022 100,789
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,428 17,250

短期借入金 6,979 11,992

1年内返済予定の長期借入金 20,683 14,841

未払法人税等 380 960

その他 6,983 4,275

流動負債合計 59,456 49,320

固定負債   

長期借入金 9,604 16,141

退職給付引当金 2,140 2,122

役員退職慰労引当金 197 198

その他 1,624 1,836

固定負債合計 13,566 20,298

負債合計 73,023 69,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,095 12,095

利益剰余金 7,799 7,268

自己株式 △2,900 △2,900

株主資本合計 31,941 31,410

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 △711

繰延ヘッジ損益 51 81

評価・換算差額等合計 56 △630

少数株主持分 － 389

純資産合計 31,998 31,170

負債純資産合計 105,022 100,789
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(２)四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成2１年３月１日 
 至 平成2１年５月3１日) 

売上高 48,328

売上原価 35,362

売上総利益 12,965

販売費及び一般管理費 11,944

営業利益 1,021

営業外収益  

受取利息 66

受取配当金 78

受取賃貸料 342

その他 200

営業外収益合計 687

営業外費用  

支払利息 173

賃貸収入原価 290

その他 6

営業外費用合計 471

経常利益 1,237

特別利益  

固定資産売却益 1

受取補償金 83

その他 8

特別利益合計 93

特別損失  

固定資産除却損 50

店舗閉鎖損失 105

商品評価損 471

その他 1

特別損失合計 629

税金等調整前四半期純利益 702

法人税、住民税及び事業税 342

法人税等調整額 △230

法人税等合計 112

四半期純利益 590
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

a.事業の種類別セグメント情報 
ホームセンター事業以外に事業の種類がないため、事業の種類別セグメント情報の記載は行っ

ておりません。  

  

b.所在地別セグメント情報 
すべて国内における売上高であるため、所在地別の売上高及び営業利益についての記載は行ってお

りません。 

  

c.海外売上高 
海外売上高がないため、海外売上高の記載を行っておりません。 

  

  

（百万円）

 
※ホームセンター事業に経営資源を集中させる目的で連結範囲を見直したことによる、連結子会社及び持分
法適用会社の減少によるものであります。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高
14,948 12,095 7,268 △ 2,900 31,410

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額

剰余金の配当
△ 343 △ 343

四半期純利益
590 590

連結範囲の変動     ※
39 39

持分法の適用範囲の変動 ※
244 244

自己株式の取得
0 0

当第１四半期連結会計期間末まで
の変動額合計 ― ― 531 0 530

当第１四半期連結会計期間末残高
14,948 12,095 7,799 △ 2,900 31,941
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

 
  

「参考資料」

科目

前年同四半期

（平成21年２月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 49,502

Ⅱ 売上原価 36,187

売上総利益 13,314

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,189

営業利益 1,125

Ⅳ 営業外収益 726

Ⅴ 営業外費用 496

経常利益 1,355

Ⅵ 特別利益 0

Ⅶ 特別損失 170

  税金等調整前四半期純利益 1,185

  法人税、住民税及び事業税 350

  法人税等調整額 △ 61

  少数株主利益 29

  四半期純利益 866
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