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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11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2月期第3四半期 56,742 △1.7 9 △96.9 18 △95.4 △206 ―
25年2月期第3四半期 57,748 0.9 316 6.5 397 12.9 223 62.1

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 △187百万円 （―％） 25年2月期第3四半期 216百万円 （47.1％）

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2月期第3四半期 △34.26 ―
25年2月期第3四半期 37.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第3四半期 29,135 8,591 29.5
25年2月期 25,079 8,932 35.6
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  8,588百万円 25年2月期  8,932百万円

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2月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
26年2月期 ― 10.00 ―
26年2月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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  ：  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

通期 74,610 △1.8 202 △64.4 200 △69.1 △111 ― ―



(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  
（注）平成25年４月１日に「株式会社ペットペット」の株式を100％取得し、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第 
10項に規定する特定子会社には該当いたしません。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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きの対象外であり、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
四半期財務諸表に対するレビュー手続き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 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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2月期3Q 6,036,546 株 25年2月期 6,036,546 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 644 株 25年2月期 644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 6,035,902 株 25年2月期3Q 6,035,932 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代による円高是正、経済政策への期待感による株価上

昇など企業を取り巻く環境に明るい兆しが見え始めてきております。しかしながら、平成26年４月の消費税増税等

による将来的な影響や所得環境の不安、電気料金の他、食品や日用品の値上げがあり、消費全般の基調は引き続き

楽観視できず、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 ペット業界におきましては、個人消費に持ち直しの動きが見られたものの、依然として厳しい経営環境が続いて

おります。 

 このような状況の下、当社グループの中核であるペットフード・ペット用品の卸売事業では、平成24年８月に立

ち上げました総合ペットプランニング部を更に強化し、大手小売業との商品の共同開発、価格だけではない高付加

価値商品の開発を進めております。また、物流面では引き続き物流改革プロジェクトチームによる関東エリア・関

西エリア・九州エリアの物流業務の効率化を進めております。 

 一方、ペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が197店舗になり、また、卸売事業の総合ペッ

トプランニング部と連動し、新商品の開発支援及び販売を推進いたしました。 

 また、株式会社ケイ・スタッフでは、得意先の売り場活性化に繋がる営業企画提案を引き続き実施しており、卸

売事業の販売促進を支援することによる売上拡大を図ってまいりました。 

 また、ココロ株式会社においては、インターネット通販事業の拡大を推進いたしましたが、当該事業を取得した

時に検討した事業計画において当初想定していた収益が、その後の状況変化等により見込めなくなったことに伴

い、のれんの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として１億８千万円を特別損失に計上い

たしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、567億４千２百万円（前年同期比1.7％減）

となりました。また、低価格志向の影響によるペットフード及びペット用品類の販売単価の下落の進行や、小売業

様の要望に応えるための物流編成を行なったことにより物流コストが上昇した結果、営業利益は９百万円（前年同

期比96.9％減）となりました。 

 経常利益は１千８百万円（前年同期比95.4％減）となり、また、四半期純損失は特別損失に減損損失を計上した

ことにより２億６百万円（前年同期は四半期純利益２億２千３百万円）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資産合計は、前連結会計年度末に比べ40億５千５百万円増加し、291億３千５百

万円となりました。これは、主に現金及び預金が３億８千２百万円、受取手形及び売掛金が29億３千１百万円、商

品が８億１千３百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

受取手形及び売掛金が増加した要因は、主に当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であることに伴い、

当該日に銀行振込で回収予定の売掛金の回収が、一部翌月に繰延べられたことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ43億９千６百万円増加し、205億４千３百

万円となりました。これは、主に短期借入金が11億円減少したものの、支払手形及び買掛金が50億１千１百万円、

未払金が６億３千３百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

支払手形及び買掛金が増加した要因は、主に当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であることに伴い、

当該日に銀行振込で支払予定の買掛金の支払が、翌月に繰延べられたことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億４千万円減少し、85億９千１百万円

となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金が１千５百万円、為替換算調整勘定が４百万円、新株予約

権が３百万円それぞれ増加したものの、利益剰余金が３億６千３百万円減少したことによるものであります。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成26年２月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年10月８日付「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」において公表しました業績予想値を修正しております。詳細につきましては、平成26年１月９日公表

の「通期業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照下さい。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

（注）平成25年４月１日に「株式会社ペットペット」の株式を100％取得し、第１四半期連結会計期間より連 

結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第10項に規定する特定子会社には該当いたしません。   

  

   

（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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以 

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。  

   

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２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,220,329 3,603,041

受取手形及び売掛金 12,882,672 15,814,336

商品 3,660,718 4,474,379

貯蔵品 17,436 21,307

未収入金 1,841,390 2,106,909

その他 200,257 210,493

貸倒引当金 △5,427 △416

流動資産合計 21,817,376 26,230,051

固定資産   

有形固定資産 1,544,443 1,526,182

無形固定資産   

のれん 535,955 301,129

その他 187,263 160,533

無形固定資産合計 723,218 461,662

投資その他の資産 994,019 917,128

固定資産合計 3,261,681 2,904,972

資産合計 25,079,058 29,135,024

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,558,491 13,570,079

短期借入金 4,800,000 3,700,000

未払金 1,724,111 2,357,815

未払法人税等 238,578 32,791

賞与引当金 47,400 81,221

その他 252,244 289,359

流動負債合計 15,620,825 20,031,268

固定負債   

その他 526,043 511,938

固定負債合計 526,043 511,938

負債合計 16,146,868 20,543,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,097 1,988,097

資本剰余金 1,931,285 1,931,285

利益剰余金 4,986,064 4,622,356

自己株式 △590 △590

株主資本合計 8,904,858 8,541,150

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 24,882 40,530

為替換算調整勘定 2,448 6,536

その他の包括利益累計額合計 27,330 47,066

新株予約権 － 3,600

純資産合計 8,932,189 8,591,817

負債純資産合計 25,079,058 29,135,024
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 57,748,472 56,742,354

売上原価 50,378,681 49,571,900

売上総利益 7,369,791 7,170,453

販売費及び一般管理費 7,052,845 7,160,612

営業利益 316,946 9,841

営業外収益   

受取利息 6,068 5,264

受取配当金 8,352 6,364

持分法による投資利益 66,603 －

その他 43,153 49,504

営業外収益合計 124,177 61,133

営業外費用   

支払利息 32,063 25,362

持分法による投資損失 － 15,693

その他 12,013 11,710

営業外費用合計 44,076 52,766

経常利益 397,047 18,208

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,963

関係会社株式売却益 43,677 －

保険解約返戻金 － 20,207

その他 1,639 50

特別利益合計 45,316 31,221

特別損失   

減損損失 － 180,000

その他 6,852 22

特別損失合計 6,852 180,022

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

435,511 △130,592

法人税、住民税及び事業税 248,755 62,601

法人税等調整額 △37,012 13,580

法人税等合計 211,743 76,181

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

223,768 △206,774

四半期純利益又は四半期純損失（△） 223,768 △206,774
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

223,768 △206,774

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,449 15,648

持分法適用会社に対する持分相当額 614 4,087

その他の包括利益合計 △6,835 19,736

四半期包括利益 216,932 △187,038

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 216,932 △187,038
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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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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