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(百万円未満切捨て)

１．平成25年8月期第１四半期の業績（平成24年9月1日～平成24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 ％

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

24年8月期第１四半期 37,791 1.7 3,022 3.6 3,574 6.0 2,412 37.3

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8月期第１四半期 42 52 －

24年8月期第１四半期 48 74 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第１四半期 226,470 179,000 79.0

24年8月期 223,228 177,989 79.7

(参考) 自己資本 25年8月期第１四半期 178,976百万円 24年8月期 177,966百万円

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

 24年8月期 － 17 50 － 32 50 50 00

 25年8月期 －

 25年8月期(予想) 25 00 － 25 00 50 00

３．平成25年8月期の業績予想（平成24年9月1日～平成25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) 81,517 4.6 6,158 △2.5 7,226 △3.2 4,408 △4.4 89 05

通期 168,479 5.6 13,928 2.0 15,960 1.7 9,736 12.0 196 68
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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いませ

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「業績予想に関する定性的情報」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 ： 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）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧くださ

い。

（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) 25年8月期１Ｑ 51,389,104株 24年8月期 51,389,104株

② 期末自己株式数 25年8月期１Ｑ 1,888,734株 24年8月期 1,888,666株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期１Ｑ 49,500,421株 24年8月期１Ｑ 49,501,349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



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………３ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………４ 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………４ 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………５ 

   第１四半期累計期間 …………………………………………………………………５ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………６ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………６ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………６ 

  

○添付資料の目次

㈱島忠(8184)　平成25年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 

1



当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として回復基調にある

ものの、欧州の金融不安、円高の長期化、領土問題に起因する近隣諸国との関係悪化の影響を受けて輸

出が振るわないうえ、電気料金の値上げや消費税増税の動きにより内需も減速感が強まるなど引き続き

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、異業種を含めた企業間競争の激化が継続しており、依然として非常に厳し

い経営環境となっております。  

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、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24年11月29日にホームズ三郷中央店(埼玉県三郷市)複合店を開店

いたしました。  

売上高につきましては、375億3百万円(前年同四半期比0.8%減)、売上総利益124億8千2百万円(前年同

四半期比0.2%減)、売上総利益率33.3%(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、広告宣伝費等の増加もあり97億2千3百万円(前年同四半期比2.5%

増)、対売上高比率は25.9%(前年同四半期比0.8ポイント増)となりました。 

この結果、営業利益27億5千8百万円(前年同四半期比8.7%減)、経常利益34億4千1百万円(前年同四半

期比3.7%減)、四半期純利益21億5百万円(前年同四半期比12.8%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116億5千4百万円(前年同四半期比4.9%増)で全体の売上高に占める構成比は31.1%、

売上総利益は51億4千5百万円(前年同四半期比4.7%増)となりました。 

ホームセンター用品は、売上高258億4千9百万円(前年同四半期比3.1%減)で全体の売上高に占める構

成比は68.9%、売上総利益は73億3千6百万円(前年同四半期比3.4%減)となりました。  

  

当第1四半期会計期間末の総資産は、2,264億7千万円となり、前事業年度末に比べ32億4千1百万円増加

となりました。これは主に商品及び製品が19億4千8百万円増加、有形固定資産の「その他(純額)」に含ま

れる建設仮勘定が18億7千9百万円増加したことによるものです。 

負債の部は、474億6千9百万円となり、前事業年度末に比べ22億3千1百万円増加となりました。これは

主に流動負債「その他」に含まれる設備関係支払手形が28億1千3百万円増加したことによるものです。 

純資産の部は、1,790億円となり、前事業年度末に比べ10億1千万円増加となりました。これは主に利益

剰余金が4億9千6百万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24年10月12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）経営成績に関する定性的情報

（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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(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。 

  

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年9月1日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第1四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響

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

（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24年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,555 21,580

受取手形及び売掛金 4,860 5,378

有価証券 10,534 11,073

商品及び製品 19,006 20,954

その他 5,271 5,150

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 64,222 64,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 56,137 56,497

土地 70,377 71,450

その他（純額） 5,089 6,955

有形固定資産合計 131,604 134,903

無形固定資産 299 287

投資その他の資産

その他 27,307 27,354

貸倒引当金 △206 △206

投資その他の資産合計 27,101 27,148

固定資産合計 159,005 162,339

資産合計 223,228 226,470

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,191 29,802

未払法人税等 3,334 1,380

引当金 480 238

その他 6,097 9,805

流動負債合計 39,103 41,226

固定負債

引当金 1,887 1,976

資産除去債務 1,737 1,744

その他 2,510 2,522

固定負債合計 6,135 6,243

負債合計 45,238 47,469

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 149,734 150,231

自己株式 △6,131 △6,131

株主資本合計 179,481 179,978

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,515 △1,001

評価・換算差額等合計 △1,515 △1,001

新株予約権 23 23

純資産合計 177,989 179,000

負債純資産合計 223,228 226,470
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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23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第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)

売上高 37,791 37,503

売上原価 25,283 25,021

売上総利益 12,508 12,482

販売費及び一般管理費 9,485 9,723

営業利益 3,022 2,758

営業外収益

受取利息 12 10

受取配当金 11 12

受取賃貸料 1,075 1,070

その他 282 386

営業外収益合計 1,382 1,479

営業外費用

賃貸費用 761 693

その他 69 102

営業外費用合計 830 796

経常利益 3,574 3,441

特別利益

固定資産売却益 635 8

特別利益合計 635 8

特別損失

固定資産除売却損 13 12

減損損失 49 －

特別損失合計 62 12

税引前四半期純利益 4,147 3,437

法人税等 1,734 1,332

四半期純利益 2,412 2,105
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 該当事項はありません。 

  

 Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成23年9月1日  至  平成23年11月30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 

 
(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。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

３．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。 

  

Ⅱ  当第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) 

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 

 
 (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。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

  該当事項はありません。 

  

３．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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 11,114 26,676 37,791

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

－ － －

計 11,114 26,676 37,791

セグメント利益 4,913 7,595 12,508

(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

（５）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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