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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3月期第3四半期 35,319 △0.8 641 △38.6 438 △45.9 379 △23.2
25年3月期第3四半期 35,593 △5.9 1,044 △26.4 811 △31.7 493 △16.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 399百万円 （△19.6％） 25年3月期第3四半期 496百万円 （△14.1％）

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3月期第3四半期 27.72 ―
25年3月期第3四半期 36.08 ―

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3月期第3四半期 42,592 9,508 22.3 694.96
25年3月期 39,887 9,246 23.2 675.78
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,508百万円 25年3月期 9,246百万円

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3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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 45,200 △0.7 570 △42.0 290 △58.1 230 △44.4 16.81



(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3月期3Q 13,714,995 株 25年3月期 13,714,995 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 33,403 株 25年3月期 33,008 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 13,681,857 株 25年3月期3Q 13,682,087 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、海外景気の下振れによるリスクが残るものの、企業収益や雇

用情勢に改善の動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しております。 

 ホームセンター業界におきましては、業態の垣根を超えた競争はより激しさを増し、今後、消費税増税の影響が

見込まれるなど、依然として厳しい状況が続いております。   

 このような状況の中で当社グループは、地域の人々の快適な住まい・暮らしをサポートする企業グループを目指

し、既存事業の深耕、拡大と新たな事業モデルの基盤構築に注力するとともにお客様へのサービスの充実に努めま

した。 

 販売の状況といたしましては、上期は消費マインドが低迷しておりましたが、下期に入り、緩やかな改善が見ら

れ、ＤＩＹ用品を中心に持ち直しの動きとなり、当第３四半期（３か月）の連結売上高は前年を上回りました。 

 当第３四半期（３か月）における店舗の状況につきましては、平成25年10月、静岡県浜松市中区にハードウェア

ショップ３号店となる「ハードストック浜松早出」をオープンし、平成25年12月には当社初出店となるペット専門

店「Zoo Square静岡店」を静岡県静岡市駿河区にオープンいたしました。「ハードストック」及び「Zoo Square」

の両店舗は、より専門的な分野へ進出することで新たな顧客を獲得するための戦略的店舗という位置付けであり、

今後さらなる知名度向上を目指します。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は35,319百万円（前年同期比0.8％減）となりました。売上高

が減少したことに加え、新規出店に伴う人件費や賃借料などの出店コストの増加等により販売費及び一般管理費が

増加し、営業利益は641百万円（同38.6％減）、経常利益は438百万円（同45.9％減）となりました。四半期純利益

は、保有有価証券の一部を売却し、投資有価証券売却益90百万円を特別利益に計上した結果、379百万円（同

23.2％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,704百万円増加し、42,592百万円

となりました。 

 流動資産は、16,210百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,818百万円増加いたしました。これは主に現金及

び預金の増加2,028百万円、商品の増加796百万円によるものであります。固定資産は、26,381百万円となり、前連

結会計年度末に比べ113百万円減少いたしました。これは主に建物及び構築物の増加727百万円、建設仮勘定の減少

774百万円、リース資産の増加等による有形固定資産のその他の増加283百万円、投資有価証券の減少255百万円に

よるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,442百万円増加し33,084百万円と

なりました。 

 流動負債は、17,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,887百万円増加いたしました。これは主に支払手

形及び買掛金の増加2,155百万円、未払消費税等及び未払金の減少等による流動負債のその他の減少279百万円によ

るものであります。固定負債は、15,354百万円となり、前連結会計年度末に比べ555百万円増加いたしました。こ

れは主に社債の減少196百万円、長期借入金の増加806百万円、預り保証金の減少等による固定負債のその他の減少

123百万円によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ262百万円増加し、9,508百万円と

なりました。これは主に利益剰余金の増加242百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は22.3％

（前連結会計年度末は23.2％）となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年10月22日発表の予想から修正はありません。   

    

（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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,466,827 4,495,620

受取手形及び売掛金 986,733 1,008,576

有価証券 100,210 －

商品 9,271,864 10,068,156

仕掛品 18,017 31,825

貯蔵品 13,121 14,758

繰延税金資産 139,597 83,982

その他 403,095 514,732

貸倒引当金 △7,535 △7,532

流動資産合計 13,391,932 16,210,120

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,401,338 8,128,489

土地 11,767,769 11,767,769

建設仮勘定 807,669 33,198

その他（純額） 832,081 1,115,387

有形固定資産合計 20,808,859 21,044,844

無形固定資産 91,281 90,711

投資その他の資産   

投資有価証券 820,155 564,197

長期貸付金 1,435,042 1,411,221

敷金及び保証金 2,357,414 2,318,134

繰延税金資産 329,487 299,336

その他 708,284 705,342

貸倒引当金 △55,128 △51,790

投資その他の資産合計 5,595,255 5,246,440

固定資産合計 26,495,395 26,381,996

資産合計 39,887,327 42,592,117

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,661,509 8,816,857

短期借入金 5,663,890 5,742,681

未払法人税等 71,341 4,383

その他 3,445,038 3,165,237

流動負債合計 15,841,780 17,729,159

固定負債   

社債 812,400 615,800

長期借入金 10,799,347 11,605,628

退職給付引当金 824,493 807,487

資産除去債務 280,904 366,594

その他 2,082,349 1,959,337

固定負債合計 14,799,494 15,354,847

負債合計 30,641,274 33,084,007
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,902,954 2,902,954

資本剰余金 3,435,559 3,435,559

利益剰余金 2,775,383 3,017,812

自己株式 △14,631 △14,805

株主資本合計 9,099,265 9,341,520

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146,787 166,589

その他の包括利益累計額合計 146,787 166,589

純資産合計 9,246,053 9,508,109

負債純資産合計 39,887,327 42,592,117
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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４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 35,593,515 35,319,304

売上原価 25,531,465 25,398,238

売上総利益 10,062,050 9,921,065

営業収入 858,778 880,036

営業総利益 10,920,828 10,801,102

販売費及び一般管理費 9,876,328 10,159,286

営業利益 1,044,500 641,815

営業外収益   

受取利息 26,828 23,473

受取配当金 11,473 12,415

その他 48,854 43,145

営業外収益合計 87,156 79,034

営業外費用   

支払利息 230,364 207,856

シンジケートローン手数料 64,985 52,647

その他 25,214 21,908

営業外費用合計 320,564 282,411

経常利益 811,091 438,437

特別利益   

投資有価証券売却益 － 90,704

受取保険金 － 12,196

違約金収入 － 31,000

特別利益合計 － 133,901

特別損失   

投資有価証券評価損 － 2,892

災害による損失 － 9,335

店舗閉鎖損失 － 26,554

特別損失合計 － 38,782

税金等調整前四半期純利益 811,091 533,556

法人税、住民税及び事業税 236,199 87,468

法人税等調整額 81,277 66,841

法人税等合計 317,476 154,310

少数株主損益調整前四半期純利益 493,614 379,246

四半期純利益 493,614 379,246
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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４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 493,614 379,246

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,599 19,802

その他の包括利益合計 2,599 19,802

四半期包括利益 496,214 399,048

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 496,214 399,048

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）四半期連結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）
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