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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  49,937  1.5  4,662  △1.9  5,037  △1.3  2,916  4.6

25年２月期第２四半期  49,187  0.1  4,753  △4.8  5,106  △3.3  2,787  8.4

（注）包括利益 26年２月期第２四半期 3,111百万円（ ％） 4.9   25年２月期第２四半期 2,966百万円 （ ％） 11.1

  
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２四半期  143.81  －

25年２月期第２四半期  137.46  －

  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２四半期  67,414  47,572  67.8  2,252.35

25年２月期  64,909  44,890  66.5  2,127.15

（参考）自己資本 26年２月期第２四半期 45,677百万円   25年２月期 43,139百万円 

  
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  － 15.00 － 18.00  33.00

26年２月期  － 18.00     

26年２月期（予想）     － 18.00  36.00

（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26年２月期の連結業績予想（平成25年２月21日～平成26年２月20日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  100,000  3.0  8,550  4.0  9,250  3.5  4,750  4.0  234.22

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  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

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は添付資料３ページ

「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期２Ｑ 20,690,843株 25年２月期 20,690,843株

②  期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 410,789株 25年２月期 410,617株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 20,280,159株 25年２月期２Ｑ 20,280,290株

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。

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、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、実際の業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。業績予想の前提

となる条件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３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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成25年２月21日から平成25年８月20日まで）におけるわが国経済は、政府の経済政

策や日本銀行の金融政策への期待などにより円安株高が進行し、景気回復の兆しが見られたものの、実体経済は厳し

く、雇用情勢や個人消費の低迷が続き、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような環境下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は499億37百万円（前年同期比1.5％増）、

営業利益は46億62百万円（前年同期比1.9％減）、経常利益は50億37百万円（前年同期比1.3％減）、四半期純利益に

ついては、法人税率の変更もあり、29億16百万円（前年同期比4.6％増）と増益になりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

＜小売事業＞ 

 ホームセンター部門の売上高は343億13百万円（前年同期比0.3％増）となりました。昨年オープンした新店２店

舗、５月にオープンしたムサシプロ安茂里店及び７月にオープンしたホームセンタームサシ新井店が寄与したためで

あります。一方、既存店の売上高は春先の低温や東北、北陸地方で長引いた梅雨により、前年同期比5.0％減となり

ました。 

 その他小売部門の売上高は29億77百万円（前年同期比13.3％減）となりました。１月にムサシ食品館長岡店を閉店

したことによるものです。 

 その結果、小売事業の売上高は372億90百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は25億８百万円（前年同期比

2.4％減）となりました。 

＜卸売事業＞ 

 全国のホームセンター既存店売上高が低迷する中で、新規取引先の開拓等に努めた結果、卸売事業の売上高は43億

60百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は５億63百万円（前年同期比14.1％減）となりました。 

＜外食事業＞ 

 外食事業は、主力のとんかつ専門店「かつや」の直営店が前年同期末比８店舗増加等、積極的な事業展開により、

売上高は69億72百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益は10億43百万円（前年同期比7.0％増）となりました。 

＜不動産事業＞ 

 不動産事業の売上高は13億14百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は５億33百万円（前年同期比1.0％減）とな

りました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①連結財政状態の概況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較して25億５百万円増加し、674億14百万円

となりました。前連結会計年度末の閑散期に比べ繁忙期となるため、流動資産が増加したことによるものです。

 負債は、前連結会計年度末に比較して１億76百万円減少し、198億41百万円となりました。有利子負債の減

少、支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比較して26億82百万円増加し、475億72百万円となりました。四半期純利益に

より、利益剰余金が増加したことが主な要因であります。 

  

 ②連結キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比較して６億７百万円増加し、26億60百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、37億75百万円（前年同期は30億78百万円の獲得）となりました。これは主に

税金等調整前四半期純利益49億15百万円、法人税等の支払額19億89百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、10億23百万円（前年同期は15億14百万円の使用）となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、21億45百万円（前年同期は17億92百万円の使用）となりました。これは主に

有利子負債の減少によるものであります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成26年２月期の業績につきましては、平成25年３月29日に公表いたしました業績予想に変更はありません。    

   

  

  

（１）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） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、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２月21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。 

 これに伴う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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,053 2,660

受取手形及び売掛金 2,620 2,912

商品及び製品 11,117 12,425

その他 1,602 1,745

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 17,389 19,740

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,667 27,781

土地 8,380 8,380

その他（純額） 1,494 1,611

有形固定資産合計 37,543 37,773

無形固定資産 1,938 1,919

投資その他の資産   

投資有価証券 973 1,025

敷金及び保証金 5,765 5,717

その他 1,431 1,370

貸倒引当金 △132 △132

投資その他の資産合計 8,037 7,980

固定資産合計 47,519 47,674

資産合計 64,909 67,414

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,030 5,464

短期借入金 5,900 4,200

1年内返済予定の長期借入金 40 －

未払法人税等 2,027 1,795

賞与引当金 224 277

その他 2,444 2,991

流動負債合計 14,667 14,729

固定負債   

長期預り保証金 3,299 3,302

退職給付引当金 279 278

役員退職慰労引当金 423 182

資産除去債務 1,109 1,135

その他 237 213

固定負債合計 5,350 5,112

負債合計 20,018 19,841
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,462 6,462

資本剰余金 6,603 6,603

利益剰余金 30,697 33,235

自己株式 △638 △638

株主資本合計 43,125 45,663

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 14

為替換算調整勘定 0 0

その他の包括利益累計額合計 13 14

少数株主持分 1,751 1,895

純資産合計 44,890 47,572

負債純資産合計 64,909 67,414
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

売上高 49,187 49,937

売上原価 31,772 32,114

売上総利益 17,414 17,822

販売費及び一般管理費 12,661 13,159

営業利益 4,753 4,662

営業外収益   

受取利息 12 13

仕入割引 157 170

持分法による投資利益 48 68

その他 145 132

営業外収益合計 363 384

営業外費用   

支払利息 8 6

その他 2 2

営業外費用合計 11 9

経常利益 5,106 5,037

特別利益   

固定資産受贈益 － 5

受取和解金 54 －

その他 － 0

特別利益合計 54 5

特別損失   

固定資産売却損 － 12

固定資産除却損 57 36

店舗閉鎖損失 11 41

減損損失 17 －

解体撤去費用 43 34

その他 7 2

特別損失合計 138 127

税金等調整前四半期純利益 5,022 4,915

法人税、住民税及び事業税 2,033 1,760

法人税等調整額 19 45

法人税等合計 2,052 1,805

少数株主損益調整前四半期純利益 2,969 3,110

少数株主利益 181 193

四半期純利益 2,787 2,916
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,969 3,110

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 0

為替換算調整勘定 △0 0

その他の包括利益合計 △2 0

四半期包括利益 2,966 3,111

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,784 2,917

少数株主に係る四半期包括利益 181 193

アークランドサカモト㈱（9842）　平成26年２月期　第２四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,022 4,915

減価償却費 1,168 1,174

のれん償却額 1 －

受取利息及び受取配当金 △14 △15

支払利息 8 6

売上債権の増減額（△は増加） △272 △291

たな卸資産の増減額（△は増加） △378 △1,314

仕入債務の増減額（△は減少） 560 1,433

その他 △826 △208

小計 5,268 5,700

利息及び配当金の受取額 2 3

利息の支払額 △7 △5

和解金の受取額 － 66

法人税等の支払額 △2,185 △1,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,078 3,775

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,321 △1,273

無形固定資産の取得による支出 △13 △10

敷金及び保証金の差入による支出 △211 △171

敷金及び保証金の回収による収入 191 222

その他 △158 208

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,514 △1,023

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,480 △1,700

長期借入金の返済による支出 △43 △40

配当金の支払額 △304 △365

少数株主への配当金の支払額 △36 △43

その他 71 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,792 △2,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229 607

現金及び現金同等物の期首残高 2,677 2,053

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,448 2,660
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  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年２月21日 至平成24年８月20日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年２月21日 至平成25年８月20日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント  

調整額 
(注)１  

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２  小売事業 卸売事業 外食事業 不動産事業 計

売上高                                                  

(1）外部顧客への売上高       37,635    4,104     6,144    1,302     49,187      －    49,187

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4 6,395 － 586  6,986  △6,986 －

  計  37,640 10,500 6,144 1,888  56,173  △6,986 49,187

セグメント利益  2,569 655 975 538  4,739  14 4,753

  
報告セグメント  

調整額 
(注)１  

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２  小売事業 卸売事業 外食事業 不動産事業 計

売上高                                                  

(1）外部顧客への売上高       37,290    4,360     6,972    1,314     49,937  －    49,937

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － 6,346 － 584  6,930  △6,930 －

  計  37,290 10,706 6,972 1,898  56,867  △6,930 49,937

セグメント利益  2,508 563 1,043 533  4,648  13 4,662

（６）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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事業・部門・品目別販売実績 

（単位：百万円、％）

  

  

４．補足情報

  

  

  

前第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成24年２月21日 

 至 平成24年８月20日）

当第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成25年２月21日 

 至 平成25年８月20日）

増 減 
（参考） 

平成25年２月期 

  金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

   卸売事業  4,104 8.3  4,360 8.7  255  6.2  8,335  8.6

   小売事業  37,635  76.5  37,290  74.7  △344  △0.9  73,333  75.5

   ホームセンター部門  34,200  69.5  34,313  68.7  113  0.3  66,442  68.4

 

 
   ＤＩＹ関連用品  8,984  18.3  9,009  18.0  25  0.3  17,613  18.1

     家庭用品  11,272  22.9  11,318  22.7  45  0.4  23,390  24.1

     カー・レジャー用品  3,996  8.1  4,145  8.3  149  3.7  7,686  7.9

     園芸用品  9,736  19.8  9,751  19.5  15  0.2  17,367  17.9

     その他   209  0.4  87  0.2  △121  △58.1  385  0.4

   その他小売部門  3,435  7.0  2,977  6.0  △458  △13.3  6,890  7.1

   外食事業  6,144  12.5  6,972  14.0  827  13.5  12,797  13.2

   不動産事業  1,302  2.7  1,314  2.6  11  0.9  2,617  2.7

   連結売上高  49,187  100.0  49,937  100.0  749  1.5  97,084  100.0
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