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(百万円未満切捨て)
１．平成27年2月期第１四半期の業績（平成26年3月1日～平成26年5月31日）

（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 ％

27年2月期第１四半期 48,389 6.5 1,154 81.8 1,380 66.0 804 66.0

26年2月期第１四半期 45,418 △4.3 635 △36.3 831 △35.9 484 △34.5
　

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

27年2月期第１四半期 15.31 ―

26年2月期第１四半期 9.22 ―
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年2月期第１四半期 98,767 38,030 38.5

26年2月期 94,211 37,613 39.9
(参考) 自己資本 27年2月期第１四半期 38,030 百万円 26年2月期 37,613 百万円
　

２．配当の状況

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

26年2月期 ― 6.25 ― 6.25 12.50

27年2月期 ―

27年2月期(予想) 6.25 ― 6.25 12.50
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年2月期の業績予想（平成26年3月1日～平成27年2月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 91,600 1.0 1,650 9.3 2,000 9.1 900 14.3 17.12

通期 176,200 1.3 2,600 38.4 3,300 27.8 1,400 46.1 26.63
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年2月期1Ｑ 59,476,284株 26年2月期 59,476,284株

② 期末自己株式数 27年2月期1Ｑ 6,901,253株 26年2月期 6,901,063株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年2月期1Ｑ 52,575,085株 26年2月期1Ｑ 52,576,346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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

　

※ 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、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。業績予想の前提

となる仮定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２ページ「１．当四半期決算に関

する定性的情報(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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間（平成26年３月１日～平成26年５月31日）におけるわが国経済は、円安基調による製造業

を中心とした業績回復、消費税増税前の駆け込み消費などもあり国内経済活性化の兆候も見られる一方で、世界各

地における政情不安や中国経済の景気減速、国内における消費税増税後の消費の落ち込みなど景気の先行きは、依

然として不透明な状況となっております。小売業界におきましても、業態間、企業間の品揃え、価格競争も一層激

しさを増している中、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。

そうした中、当社におきましては、「ふだんの暮らし総合店」づくりをさらに進め、便利な買物と安さの提供、品

揃え枠の拡大に努めてまいりました。

当第１四半期累計期間におきましては、４月の消費税率の引き上げに伴い、３月は増税前の駆け込み需要の取り

込み、４月は増税後の反動対策、５月はＧＷセールや創業記念セールに取り組んでまいりました。また、サービス

面におきましては商品の交換取付サービスや不用品の無料引取りサービスなどの拡大を図ってまいりました。

販売の状況につきましては、増税前は、日用消耗品やペット用品、また、家電製品やエクステリア用品などが好

調に推移いたしました。一方、増税後におきましては、増税前の駆け込み需要の反動により客数が減少し、全体的

に苦戦いたしましたが、テレビＣＭで訴求した「デイツーオリジナル野菜苗」をはじめとする園芸関連商品が好調

に推移いたしました。また、ＧＷセールや創業記念セールにつきましても、一部天候の悪化による影響もございま

したが、概ね好調に推移いたしました。

販売拠点の強化につきましては、４月に鎌取店、木更津店（千葉県）、５月に高島平店（東京都）の全面改装を実

施いたしました。

こうした取り組みの結果、当第１四半期累計期間における売上高は483億89百万円（前年同四半期比6.5％増）、営

業利益は11億54百万円（同81.8％増）、経常利益は13億80百万円（同66.0％増）、四半期純利益は８億４百万円（同

66.0％増）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末の総資産は987億67百万円となり、前事業年度末に比較し45億56百万円増加いたしまし

た。主な要因は商品31億78百万円、現金及び預金16億52百万円の増加と、差入保証金２億59百万円の減少などによ

るものです。

負債合計は607億37百万円となり、前事業年度末に比較し41億39百万円増加いたしました。主な要因は支払手形及

び買掛金65億47百万円、未払法人税等６億89百万円の増加、長期借入金５億０百万円の調達と、短期借入金53億95

百万円の純減などによるものです。

純資産合計は380億30百万円となり、前事業年度末に比較し４億16百万円増加いたしました。主な要因は四半期純

利益８億４百万円の計上、剰余金の配当３億28百万円、その他有価証券評価差額金37百万円の減少などによるもの

です。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成27年２月期の業績予想につきましては、「平成26年２月期 決算短信（非連結）」（平成26年４月８日付）にて

公表いたしました業績予想から変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（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。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成26年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成26年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,564 3,217

受取手形及び売掛金 985 1,794

商品 33,990 37,169

その他 4,589 4,382

流動資産合計 41,130 46,562

固定資産

有形固定資産

建物 24,222 24,237

土地 11,521 11,521

その他 12,829 12,931

減価償却累計額 △25,092 △25,342

有形固定資産合計 23,481 23,347

無形固定資産 1,699 1,645

投資その他の資産

投資有価証券 9,777 9,719

差入保証金 13,647 13,388

その他 5,049 4,677

貸倒引当金 △487 △487

投資損失引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 27,900 27,211

固定資産合計 53,081 52,205

資産合計 94,211 98,767
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成26年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成26年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,841 24,388

短期借入金 5,395 －

1年内償還予定の社債 4,550 4,550

1年内返済予定の長期借入金 11,264 11,364

未払法人税等 94 783

資産除去債務 1 1

その他 3,924 5,702

流動負債合計 43,072 46,790

固定負債

長期借入金 8,294 8,694

退職給付引当金 3,174 3,225

役員退職慰労引当金 4 4

資産除去債務 555 558

その他 1,496 1,464

固定負債合計 13,525 13,946

負債合計 56,598 60,737

純資産の部

株主資本

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,595 12,595

利益剰余金 12,394 12,870

自己株式 △3,995 △3,995

株主資本合計 35,942 36,419

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,661 1,623

繰延ヘッジ損益 9 △12

評価・換算差額等合計 1,670 1,611

純資産合計 37,613 38,030

負債純資産合計 94,211 98,767
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

売上高 45,418 48,389

売上原価 33,159 35,263

売上総利益 12,258 13,126

販売費及び一般管理費 11,623 11,972

営業利益 635 1,154

営業外収益

受取利息 39 34

受取配当金 57 61

受取賃貸料 359 345

その他 174 170

営業外収益合計 631 612

営業外費用

支払利息 96 90

賃貸収入原価 306 280

その他 31 15

営業外費用合計 434 386

経常利益 831 1,380

特別利益

受取保険金 － 6

受取補償金 13 －

特別利益合計 13 6

特別損失

固定資産除却損 17 10

その他 3 -

特別損失合計 20 10

税引前四半期純利益 824 1,376

法人税、住民税及び事業税 408 832

法人税等調整額 △68 △261

法人税等合計 339 571

四半期純利益 484 804
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（３）四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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