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1.  平成25年6月期第3四半期の業績（平成24年7月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年6月期第3四半期 19,376 6.9 167 △48.8 632 △16.4 372 △11.2
24年6月期第3四半期 18,126 2.9 327 18.8 757 9.8 419 17.5

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

25年6月期第3四半期 73.84 ―
24年6月期第3四半期 81.64 ―

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

25年6月期第3四半期 19,012 7,733 40.7 1,548.09
24年6月期 16,417 7,618 46.4 1,486.53
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  7,733百万円 24年6月期  7,618百万円

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

24年6月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年6月期 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 30.00 30.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 27,440 9.7 492 △18.8 1,122 △5.6 672 1.9 131.13



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※自己株式については第３四半期会計期間末に従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式137,900株を含めて記載しております。 

※  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） 25年6月期3Q 5,136,600 株 24年6月期 5,136,600 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 140,969 株 24年6月期 11,724 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 5,038,349 株 24年6月期3Q 5,133,576 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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表の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 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第３四半期累計期間における小売業を取り巻く環境は、昨年末以降の円安・株高や新政権の経済

政策に対する期待感から高額品の消費支出に回復の兆しが見られるものの、将来の増税不安等を背景

に消費者の生活防衛意識は依然として根強く、業態の垣根を越えた企業間競争も激しさを増すなど厳

しい状況が続いてまいりました。 

このような環境の中、当社は前事業年度に引き続きお客様の要望される商品の導入・拡充を行うた

めの売場改装を推進するとともに、売場スタッフのコンサルティング販売能力の向上を目的とした商

品取扱実技研修会を積極的に開催し、より多くのお客様に喜ばれ、お役に立てる売場づくり・体制を

整えてまいりました。 

その結果、既存店の来店客数が前年同期比100.8％、客単価が前年同期比100.2％となり、売上高は

前年同期比101.0％の183億1千1百万円となりました。また、平成24年11月に当社の11号店目となる

「宇宿店」（鹿児島市）を新規オープンしましたが、同店舗も開店後順調な業績で推移してきたこと

から、全店における来店客数が前年同期比106.9％、客単価が前年同期比100.0％となり、全店売上高

は前年同期比106.9％の193億7千6百万円となりました。 

利益は売上高が増加したことに加え、売上総利益率が前年同期比0.1ポイント伸長の28.9％となっ

たことから売上総利益は前年同期比107.4％の55億9千3百万円となりました。また、販売費及び一般

管理費は、宇宿店のオープン準備費用が約2億7千万円発生したことから前年同期比111.1％の54億2千

6百万円となり、その結果、営業利益は前年同期比51.2％の1億6千7百万円、経常利益は前年同期比

83.6％の6億3千2百万円、四半期純利益は前年同期比88.8％の3億7千2百万円となりました。 

  

（注）当社は営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店、13ヵ月未満の店舗を新店と定義しており、当第３四半期累

計期間においては宇宿店を除く10店舗が既存店となります。 

  

部門別の業績は次のとおりであります。 

（単位：百万円）

 
なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

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

部 門 別

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 増減額

前年 
同期比

金額 構成比 金額 構成比

ＤＩＹ用品 
ホビー・木製品、建材、手工具、電動

工 具、金 物、塗 料、接 着 剤、園 芸 資

材、薬剤肥料・用土、植物、エクステ

リア用品、石材

9,062 50.0 ％ 9,817 50.7 ％ 754 108.3 ％

家庭用品 
家庭用品、日用品、インテリア用品、

電気資材用品、収納用品、住宅設備用

品

6,312 34.8 ％ 6,709 34.6 ％ 397 106.3 ％

カー・レジャー用品 
カー用品、アウトドア用品、ペット、

生体、文具
2,751 15.2 ％ 2,849 14.7 ％ 98 103.6 ％

合計 18,126 100.0 ％ 19,376 100.0 ％ 1,249 106.9 ％
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（資産）  

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ25億9千5百万円増加の190億1千

2百万円となりました。これは主に現金及び預金が2億1千8百万円増加したこと、宇宿店のオープンに

伴いたな卸資産が5億6千9百万円増加したこと、宇宿店の店舗設備等の取得により有形固定資産が17

億2百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ24億7千9百万円増加の112億7千

8百万円となりました。これは主に宇宿店の商品導入や店舗設備の取得資金等を借入金で賄ったこと

により、長短借入金が25億7百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ1億1千5百万円増加の77億3千

3百万円となりました。これは主に利益剰余金が2億1千8百万円増加したこと、従業員持株ＥＳＯＰ信

託の自社株式取得に伴い、自己株式が1億7百万円増加したことによるものであります。 

  

業績は概ね計画通りに推移しており、現時点において平成25年２月６日に公表した平成25年６月期

業績予想に修正はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）追加情報 

(従業員持株ＥＳＯＰ信託) 

当社は、平成24年3月26日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目

的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」とい

う。）の導入を決議し、同年5月14日に信託契約を締結しております。 

本プランでは「ハンズマン社員持株会」（以下「当社持株会」という。）へ当社株式を譲渡してい

く目的で設立する「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」（以下「ＥＳＯＰ信託口」という。）が５年間にわ

たり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。 

当社株式の取得及び処分については、当社がＥＳＯＰ信託口の債務を保証しており、当社とＥＳＯ

Ｐ信託口は一体であるとする会計処理をしております。従って、ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

を含む資産及び負債並びに費用及び収益については四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に含めて

計上しております。 

なお、当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は次のとおりであります。 

自己株式数 140,969株 

うち、当社所有自己株式数 3,069株 

うち、ＥＳＯＰ信託口所有当社株式数 137,900株 

  

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 789,463 1,007,887

売掛金 176,629 230,975

たな卸資産 5,413,167 5,983,106

その他 263,901 275,792

流動資産合計 6,643,161 7,497,762

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 5,088,946 6,378,443

土地 1,805,183 1,805,183

その他（純額） 934,962 1,347,773

有形固定資産合計 7,829,092 9,531,400

無形固定資産 214,160 257,148

投資その他の資産

敷金及び保証金 527,525 527,525

投資不動産（純額） 830,737 821,605

その他 383,859 388,053

貸倒引当金 △11,376 △11,211

投資その他の資産合計 1,730,745 1,725,972

固定資産合計 9,773,998 11,514,520

資産合計 16,417,159 19,012,283

負債の部

流動負債

買掛金 1,396,798 1,650,896

短期借入金 2,667,496 3,808,896

未払法人税等 285,180 －

その他 678,554 629,014

流動負債合計 5,028,029 6,088,806

固定負債

長期借入金 3,457,840 4,823,668

資産除去債務 220,289 272,966

その他 92,713 93,126

固定負債合計 3,770,843 5,189,760

負債合計 8,798,872 11,278,567

純資産の部

株主資本

資本金 1,057,500 1,057,500

資本剰余金 1,086,500 1,086,500

利益剰余金 5,481,375 5,699,414

自己株式 △11,840 △119,335

株主資本合計 7,613,534 7,724,079

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,752 9,637

評価・換算差額等合計 4,752 9,637

純資産合計 7,618,287 7,733,716

負債純資産合計 16,417,159 19,012,283
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間
(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
 至 平成25年３月31日)

売上高 18,126,708 19,376,157

売上原価 12,917,285 13,782,546

売上総利益 5,209,423 5,593,611

販売費及び一般管理費 4,882,036 5,426,112

営業利益 327,386 167,499

営業外収益

受取利息 145 172

受取配当金 836 904

早期決済奨励金 330,670 365,425

受取手数料 114,020 118,711

投資不動産賃貸料 76,430 78,646

その他 7,352 4,276

営業外収益合計 529,455 568,136

営業外費用

支払利息 70,081 66,830

投資不動産賃貸費用 28,581 31,799

その他 1,074 4,211

営業外費用合計 99,737 102,841

経常利益 757,104 632,793

特別損失

固定資産除却損 8,799 3,136

特別損失合計 8,799 3,136

税引前四半期純利益 748,305 629,656

法人税、住民税及び事業税 269,407 227,535

法人税等調整額 59,764 30,074

法人税等合計 329,171 257,610

四半期純利益 419,133 372,046
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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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