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１．平成26年8月期第１四半期の業績（平成25年9月1日～平成25年11月30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 ％

26年8月期第１四半期 39,314 4.8 2,594 △6.0 3,311 △3.8 2,075 △1.4

25年8月期第１四半期 37,503 △0.8 2,758 △8.7 3,441 △3.7 2,105 △12.8
 

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8月期第１四半期 41 91 41 90

25年8月期第１四半期 42 52 ―
 

（２）財政状態
 

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年8月期第１四半期 239,757 187,935 78.4

25年8月期 234,596 186,449 79.5
 

(参考) 自己資本 26年8月期第１四半期 187,926百万円 25年8月期186,440百万円
 

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

25年8月期 ― 25 00 ― 25 00 50 00

26年8月期 ―

26年8月期(予想) 25 00 ― 25 00 50 00
 

３．平成26年8月期の業績予想（平成25年9月1日～平成26年8月31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) 80,800 4.9 5,700 0.5 6,800 △6.7 4,100 △8.0 82 82

通期 169,000 5.8 13,000 5.6 15,300 0.1 9,300 2.1 187 86
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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、四半期決算短信（添付資料）２ページ

「１.(３)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

  

※ 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 ： 有
 

（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) 26年8月期１Ｑ 51,389,104株 25年8月期 51,389,104株

② 期末自己株式数 26年8月期１Ｑ 1,875,522株 25年8月期 1,875,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期１Ｑ 49,513,773株 25年8月期１Ｑ 49,500,421株
 

※ 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
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和等を背景に円安及び株高の傾

向が現れ、緩やかながらも景気回復への動きが見られました。その一方で、中国やその他新興国経済の減

速懸念等から先行き不透明な状況で推移いたしました。 

小売業界におきましては、商品カテゴリーの重複化による企業間競争は激しさを増し、業種業態を問わ

ず出店競争や価格競争により企業収益は圧迫されており、当社を取り巻く環境は厳しいものとなっており

ます。  

このような状況のもと当社は、テレビコマーシャルをはじめとした、様々な販売企画を行いながら地域

のお客様に支持される店作りを実行するため、感謝と奉仕の精神から「サービス日本一を目指す」を基本

方針とした営業活動を継続して行ってまいりました。 

店舗の状況といたしましては、平成25年9月にホームズ大和店(神奈川県大和市)、平成25年11月にホー

ムズ草加舎人店(埼玉県草加市)を開店いたしました。これにより平成25年11月末現在の店舗総数は56店舗

となりました。 

売上高につきましては、393億1千4百万円(前年同四半期比4.8%増)、売上総利益は131億4千7百万円(前

年同四半期比5.3%増)、売上総利益率33.4%(前年同四半期比0.2ポイント増)となりました。 

また、販売費及び一般管理費は105億5千3百万円(前年同四半期比8.5%増)、対売上高比率は26.8%(前年

同四半期比0.9ポイント増)となりました。 

この結果、営業利益25億9千4百万円(前年同四半期比6.0%減)、経常利益33億1千1百万円(前年同四半期

比3.8%減)、四半期純利益20億7千5百万円(前年同四半期比1.4%減)となりました。 

セグメントの業績のうち報告セグメントについては、次のとおりであります。 

家具・ホームファッション用品は、売上高128億8千5百万円(前年同四半期比10.6%増)で全体の売上高に

占める構成比は32.8%、売上総利益は56億7千万円(前年同四半期比10.2%増)となりました。 

ホームセンター用品は、売上高264億2千9百万円(前年同四半期比2.2%増)で全体の売上高に占める構成

比は67.2%、売上総利益は74億7千6百万円(前年同四半期比1.9%増)となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、2,397億5千7百万円となり、前事業年度末に比べ51億6千1百万円

増加となりました。これは主に建物及び構築物が51億4千万円増加したことによるものです。 

負債の部は、518億2千2百万円となり、前事業年度末に比べ36億7千5百万円増加となりました。これは

主に支払手形及び買掛金が14億7千4百万円、流動負債「その他」に含まれる設備関係支払手形が24億5千1

百万円増加したことによるものです。 

純資産の部は、1,879億3千5百万円となり、前事業年度末に比べ14億8千5百万円増加となりました。こ

れは主に利益剰余金が8億3千7百万円増加したことによるものです。 

  

当事業年度の業績予想につきましては、平成25年10月11日公表の数値から変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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(税金費用の計算) 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

  

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
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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25年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,195 18,611

受取手形及び売掛金 6,259 7,158

有価証券 11,214 11,837

商品及び製品 19,819 22,413

その他 7,200 5,296

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 63,684 65,309

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 59,471 64,611

土地 76,688 77,706

その他（純額） 7,480 4,859

有形固定資産合計 143,640 147,177

無形固定資産 328 335

投資その他の資産

その他 27,149 27,140

貸倒引当金 △206 △206

投資その他の資産合計 26,943 26,934

固定資産合計 170,912 174,448

資産合計 234,596 239,757

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,689 31,163

未払法人税等 2,832 1,329

引当金 569 282

その他 7,964 11,790

流動負債合計 41,056 44,564

固定負債

引当金 2,244 2,216

資産除去債務 1,960 1,967

その他 2,885 3,073

固定負債合計 7,090 7,257

負債合計 48,146 51,822

純資産の部

株主資本

資本金 16,533 16,533

資本剰余金 19,344 19,344

利益剰余金 155,983 156,821

自己株式 △6,085 △6,086

株主資本合計 185,776 186,612

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 664 1,313

評価・換算差額等合計 664 1,313

新株予約権 9 9

純資産合計 186,449 187,935

負債純資産合計 234,596 239,757
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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24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日)

売上高 37,503 39,314

売上原価 25,021 26,167

売上総利益 12,482 13,147

販売費及び一般管理費 9,723 10,553

営業利益 2,758 2,594

営業外収益

受取利息 10 46

受取配当金 12 16

受取賃貸料 1,070 1,167

その他 386 349

営業外収益合計 1,479 1,580

営業外費用

賃貸費用 693 778

その他 102 84

営業外費用合計 796 862

経常利益 3,441 3,311

特別利益

固定資産売却益 8 －

特別利益合計 8 －

特別損失

固定資産除売却損 12 1

特別損失合計 12 1

税引前四半期純利益 3,437 3,310

法人税等 1,332 1,235

四半期純利益 2,105 2,075
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成24年9月1日  至  平成24年11月30日) 

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 

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成25年9月1日  至  平成25年11月30日) 

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 

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

(単位：百万円)
家具・

ホームファッション用品
ホームセンター用品 計

売上高

 外部顧客への売上高 11,654 25,849 37,503

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 11,654 25,849 37,503

セグメント利益 5,145 7,336 12,482
 

(単位：百万円)
家具・

ホームファッション用品
ホームセンター用品 計

売上高

 外部顧客への売上高 12,885 26,429 39,314

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 12,885 26,429 39,314

セグメント利益 5,670 7,476 13,147
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