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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

(注）前平成25年２月期第１四半期は、平成24年２月21日から平成24年５月20日でありましたが、前期の決算期変更に伴い当平成26年２月期第１四半期は平成
25年３月１日から平成25年５月31日までとなっており、対前期増減率については記載しておりません。 

(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1四半期 11,823 ― 194 ― 195 ― 119 ―
25年2月期第1四半期 11,256 △12.8 103 △74.4 91 △75.6 49 ―

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 116百万円 （―％） 25年2月期第1四半期 46百万円 （―％）

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1四半期 11.06 11.06
25年2月期第1四半期 4.58 ―

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

26年2月期第1四半期 29,281 8,375 28.6 777.71
25年2月期 27,657 8,412 30.4 781.87
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  8,367百万円 25年2月期  8,412百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注） 前平成25年２月期は、決算期変更に伴い12ヶ月と８日（平成24年２月21日～平成25年２月28日）の変則決算であり通期業績は12ヶ月と８日間の数値とな
っており、通期の対前期増減率については記載しておりません。又、第２四半期連結累計期間についても前期は平成24年２月21日より平成24年８月20日までで
ありましたが、当期は平成25年３月１日より平成25年８月31日までであり対前年増減率については記載しておりません。 

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) 25,500 ― 920 ― 920 ― 590 ― 54.84
通期 48,800 ― 1,450 ― 1,450 ― 800 ― 74.35



(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  

(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
四半期連結財務諸表の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 
 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及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
実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等については〔添付資料〕Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年2月期1Q 10,764,700 株 25年2月期 10,764,700 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 5,333 株 25年2月期 5,259 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 10,759,412 株 25年2月期1Q 10,759,491 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（2013年３月1日～2013年５月31日）における東北地域の経済は、東日本大震災の復

興需要の本格化や円安・株高および景気回復への期待感から一部で回復基調となりましたが、業種業態を超えた競

争激化、原材料価格の上昇、今後予定される電気料金値上げへの懸念、節約志向等、依然として厳しい状況が続き

ました。震災以降当社グループは、地域におけるインフラとしての役割を果たしてまいりましたが、今冬の大雪の

影響や記録的な低温等の天候不順により、除雪用品・防寒衣料に動きが見られたものの、農作業や家庭におけるガ

ーデニングの遅れのため、春先の主力部門である園芸、苗物、レジャー等を中心とした商材が影響を受けました。

これら主力商材は５月度後半からの気温上昇に伴い回復し、殺虫剤、作業衣料等の季節商品とともに伸びました。

 このような経営環境の下、ホームセンターらしい商材の強化ならびにお客さまがお買い物しやすい売場への転換

を目的として、㈱サンデーにおいて水沢店、水沢佐倉河店、むつ苫生店、むつ中央店、青森虹ヶ丘店の計５店舗の

活性化を実施しております。なお当第１四半期連結会計期間末現在の店舗数は、㈱サンデーのホームセンター45店

舗、イオンスーパーセンター㈱へのコンセッショナリー参画15店舗、子会社の㈱ジョイ19店舗で合計79店舗となっ

ております。  

 営業面では、サンデーらしさを打ち出した自社開発商品の強化およびイオンのブランド「トップバリュ」商品の

拡販、ウォーキングシューズ等の新カテゴリー導入、不要となった調理家電・照明器具・ガステーブルの下取りセ

ールを実施しました。また、お客さまの利便性を高める各種カードの取り組みとして、収穫払いに対応したクレジ

ットカード「アグリッシュカード」をはじめ、ポイントカード「マイカード」、法人向け掛売りに対応した「法人

カード」の更なるホルダー獲得を行い、それぞれ会員数を伸ばしてまいりました。さらに、イオングループの電子

マネー「ＷＡＯＮ」は、㈱サンデーのホームセンター全45店舗への導入を完了しました。これによりＷＡＯＮ使用

可能店舗数は前期比19店舗増、当社グループ合計48店舗へと拡大しております。また、前連結会計年度に続き、早

朝７時開店をグループ全店（スーパーセンターは2013年４月１日より再開）で行い、工事関係者・農家の方々・シ

ニアの方々をはじめ通勤前のお客さまよりご好評をいただいております。  

 このような営業施策を行った結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の

連結売上高は118億23百万円（前年同期比５億66百万円の増）、連結営業利益は１億94百万円（前年同期比91百万

円の増）、連結経常利益は１億95百万円（前年同期比１億４百万円の増）、連結四半期純利益は、１億19百万円

（前年同期比69百万円の増）となりました。なお前第１四半期は、2012年2月21日から2012年5月20日でありました

が、前期の決算期変更に伴い当第１四半期は、2013年３月１日から2013年５月31日までとなっており、カッコ内前

年同期比は参考値として記載しております。     

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に対して16億23百万円増加し292億81百万円となり

ました。これは主に、春商戦の在庫増加11億円（前年同期比では１億31百万円の減少）、売上の増加に伴う受取手

形及び売掛金の増加２億８百万円、現金及び預金の増加１億83百万円、新店の工事に伴う建設仮勘定の増加１億48

百万円等によるものであります。 

負債については前連結会計年度末に対して16億60百万円増加し209億５百万円となりました。これは主に、仕入

れ増加による支払手形及び買掛金の増加16億63百万円等によるものであります。 

純資産については前連結会計年度末に対して37百万円減少し83億75百万円となりました。これは主に配当金の支

払１億61百万円、四半期純利益１億19百万円の計上等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 

 2014年２月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では2013年４月９日に公表いた

しました業績予想から変更はありません。  

   

（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。     

   

（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 

 該当事項はありません。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 843,216 1,026,619

受取手形及び売掛金 294,852 503,513

商品及び製品 7,759,580 8,860,091

原材料及び貯蔵品 71,422 104,311

繰延税金資産 286,017 299,425

未収入金 169,668 210,788

その他 226,597 240,592

流動資産合計 9,651,354 11,245,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,232,678 6,141,170

機械装置及び運搬具（純額） 9,306 12,089

土地 8,498,525 8,498,525

リース資産（純額） 46,218 45,975

建設仮勘定 20,514 169,291

その他（純額） 389,562 401,911

有形固定資産合計 15,196,805 15,268,963

無形固定資産   

ソフトウエア 96,355 96,673

その他 27,902 28,789

無形固定資産合計 124,257 125,462

投資その他の資産   

投資有価証券 89,969 86,997

長期貸付金 637,240 593,430

長期前払費用 240,252 239,485

差入保証金 1,227,599 1,220,053

繰延税金資産 455,679 468,553

その他 62,249 60,384

貸倒引当金 △27,491 △27,391

投資その他の資産合計 2,685,497 2,641,514

固定資産合計 18,006,560 18,035,940

資産合計 27,657,915 29,281,284
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,754,897 9,417,971

短期借入金 2,880,000 3,450,000

1年内返済予定の長期借入金 1,458,616 1,355,966

リース債務 15,681 16,285

未払金 689,176 693,768

未払法人税等 503,341 113,537

賞与引当金 314,621 518,824

役員業績報酬引当金 17,860 7,247

ポイント引当金 177,685 186,353

店舗閉鎖損失引当金 26,132 20,616

リース資産減損勘定 18,195 17,322

設備関係支払手形 － 139,129

その他 717,555 515,852

流動負債合計 14,573,763 16,452,873

固定負債   

長期借入金 3,497,036 3,299,732

リース債務 31,162 30,263

退職給付引当金 413,901 402,954

債務保証損失引当金 51,000 50,046

リース資産減損勘定 12,875 8,956

資産除去債務 422,294 424,404

その他 243,409 236,653

固定負債合計 4,671,680 4,453,009

負債合計 19,245,444 20,905,883

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,218 3,240,218

資本剰余金 3,254,597 3,254,597

利益剰余金 1,920,357 1,878,006

自己株式 △3,904 △3,956

株主資本合計 8,411,268 8,368,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,202 △1,214

その他の包括利益累計額合計 1,202 △1,214

新株予約権 － 7,750

純資産合計 8,412,471 8,375,401

負債純資産合計 27,657,915 29,281,284
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 11,256,191 11,823,112

売上原価 7,973,813 8,371,039

売上総利益 3,282,377 3,452,072

販売費及び一般管理費 3,179,360 3,257,369

営業利益 103,017 194,702

営業外収益   

受取利息 2,047 1,788

受取地代家賃 19,284 17,594

受取手数料 3,069 1,972

その他 4,624 4,953

営業外収益合計 29,026 26,307

営業外費用   

支払利息 32,418 17,810

賃貸費用 7,572 7,284

その他 723 455

営業外費用合計 40,715 25,549

経常利益 91,329 195,461

特別損失   

リース解約損 7,394 －

特別損失合計 7,394 －

税金等調整前四半期純利益 83,934 195,461

法人税、住民税及び事業税 11,659 102,149

法人税等調整額 23,030 △25,729

法人税等合計 34,690 76,420

少数株主損益調整前四半期純利益 49,243 119,040

四半期純利益 49,243 119,040
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 49,243 119,040

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,859 △2,417

その他の包括利益合計 △2,859 △2,417

四半期包括利益 46,383 116,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,383 116,623

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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