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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第１四半期の連結業績（平成27年２月21日～平成27年５月20日）

（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 ％

28年２月期第１四半期 12,195 13.7 392 △20.1 394 △21.8 231 △11.2

27年２月期第１四半期 10,723 7.2 491 78.4 505 90.4 260 47.1
(注) 包括利益 28年２月期第１四半期 238百万円( △4.7％) 27年２月期第１四半期 250百万円( 31.7％)
　

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

28年２月期第１四半期 28.60 28.52

27年２月期第１四半期 33.65 ―
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年２月期第１四半期 33,332 8,457 22.3

27年２月期 32,564 7,320 19.4
(参考) 自己資本 28年２月期第１四半期 7,458百万円 27年２月期 6,322百万円
　　　

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

27年２月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00

28年２月期 ―

28年２月期(予想) 13.00 ― 13.00 26.00
(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28年２月期の連結業績予想（平成27年２月21日～平成28年２月20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) 24,900 18.2 880 1.4 900 0.6 510 △2.0 66.03

通期 50,100 18.6 1,500 11.8 1,520 9.8 890 9.7 115.23
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）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) 28年２月期１Ｑ 9,044,000株 27年２月期 7,734,000株

② 期末自己株式数 28年２月期１Ｑ 10,317株 27年２月期 10,317株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期１Ｑ 8,076,941株 27年２月期１Ｑ 7,733,883株
　
　

※ 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レビュー手続が実施中です。

※ 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Ｐ.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。
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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

当第１四半期連結累計期間(平成27年２月21日～平成27年５月20日）におけるわが国の経済は、政府による経

済政策、金融緩和政策の下支えもあり円安株高を背景に企業収益、雇用情勢に緩やかな回復基調が見られまし

た。個人消費につきましては低価格志向とこだわり志向の二極化が進んでおりますが、平成26年４月の消費税増

税や円安に伴う物価上昇による実質所得の減少から消費マインドは低迷しており、依然として消費者の節約志向

が顕著であり、その後の回復も長期化の様相を呈しております。また、円安を背景とした原材料価格の高騰、人

件費の上昇、原油価格の下落等もあり依然として経営環境の先行き不透明感を払拭しきれない状況が続いており

ます。

このような状況のもと、当社グループは当第１四半期連結累計期間におきまして、新規出店として、ホームセ

ンター「ダイユーエイト」は３月に土浦おおつ野店（茨城県）を開設いたしました。ペット専門店「ペットワー

ルドアミーゴ」は新発田店（開店３月 新潟県）、自転車専門店ワンズサイクルは、白河店(開設３月 福島県)

を開設いたしました。またオフィス用品専門店「オフィスエイト」は３月に初の県外出店となる山形県米沢市に

米沢店を開設いたしました。これにより当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、106店舗となりました。

これらの結果、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121億9

千5百万円(前年同期比13.7％増)、連結営業利益は3億9千2百万円(同20.1％減)、連結経常利益は3億9千4百万円

(同21.8％減)、連結四半期純利益は2億3千1百万円(同11.2％減)となりました。

　
セグメント業績は次のとおりであります。

　
〔ホームセンター事業〕

ホームセンター事業は、営業休止店舗を除く既存店ベースで、客数が前年同期比で4.6％減少し、客単価が同

様に2.3％減少したことから、既存店売上高は6.8％減少いたしました。

セグメント売上高につきまして既存店ベースでの商品別販売動向は、春先において用土、肥料等の園芸用品の

売上高が出足好調に推移しましたが、前年は消費税増税前の駆け込み需要もあった影響で家電製品、インテリア

等の売上高が前年同期比で大きく落ち込みました。４月下旬から実施した創立40周年大感謝祭は好天の影響も相

俟って集客数が大きく増加するとともに、売上高についても前年同期比および計画数値比で大きく伸長いたしま

した。しかしながら、原油価格下落に伴う灯油販売価格の下落が期初より継続しており、第１四半期連結累計期

間における既存店全体の売上高減少の大きな要因となっております。

セグメント利益につきましては、ホームセンターの主力部門である木材、工具、作業用品、植物、園芸、ガー

デニング用品等のホームニーズ商品を中心に商品戦略として継続的に取組んで参りました商品の「差異化」を推

進し、従来の商品と併せて、高付加価値商材を積極的に投入し従来の商品にない価値を訴求するとともに、ロー

カルチェーンとして地域特性商品を充実させることによってお客様の暮らしに「新たな価値」を創造できる品揃

えの実現に重点的に取組んで参りました。その結果、商品荒利益率は既存店ベースで前年同期比0.6％改善し、

30.2％となりました。

これらの結果、ホームセンター事業における売上高は83億4千9百万円(前年同期比3.5％減)、セグメント利益

(営業利益)は5億3千5百万円(同22.3％減)となりました。

　
〔不動産事業〕

不動産事業における売上高は1億9千5百万円(前年同期比0.9％減)、セグメント利益(営業利益)は8千2百万円

(同0.0％減)となりました。

なお、近隣型ショッピングセンター「エイトタウン」は、当第１四半期連結会計期間末において計５箇所であ

ります。

　
〔子会社小売事業〕

子会社小売事業における売上高は15億8千7百万円、セグメント利益(営業利益)は3千1百万円となりました。

なお、子会社小売事業は前連結会計年度末より連結子会社としている株式会社日敷の営む小売事業であり、同

事業の売上高及びセグメント利益は当第１四半期連結累計期間の期首より当社グループの業績としているため、

前年同期との比較は行っておりません。

　
〔その他〕

当事業における売上高は、「ペットワールドアミーゴ」を展開するペットショップ事業及び「ワンズサイクル」

を展開する自転車専門店事業により25億2百万円(前年同期比15.2％増)、セグメント利益(営業利益)は2千1百万

円(前年同期はセグメント損失1千3百万円)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

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比べ7億6千8百万円増加し、333億3千2百万円と

なりました。この主な要因は、新規出店に伴うたな卸資産の増加等であります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ3億6千8百万円減少し、248億7千5百万円とな

りました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の減少、短期借入金の増加、1年内返済

予定の長期借入金の減少、長期借入金の減少等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ11億3千6百万円増加し、84億5千7百万円と

なりました。この主な要因は、平成27年４月27日を払込期日とする公募による新株式発行に伴い資本金及び資本

準備金の増加、利益剰余金の増加等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成27年４月２日付「平成27年２月期 決

算短信〔日本基準〕(連結)」において公表しました業績予想値に変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

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

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに

ついて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額

の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存

勤務期間に近似した債券の利回りに基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期

間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更いたしました。

この変更により、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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27年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,340,787 2,838,116

売掛金 341,302 433,610

有価証券 - 7,141

たな卸資産 9,034,586 9,731,948

その他 649,053 679,073

流動資産合計 12,365,730 13,689,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,341,938 21,376,891

減価償却累計額 △12,037,574 △12,177,134

建物及び構築物（純額） 9,304,364 9,199,757

土地 2,333,132 2,324,624

リース資産 1,763,451 1,967,796

減価償却累計額 △681,434 △748,814

リース資産（純額） 1,082,017 1,218,981

その他 1,461,386 962,779

減価償却累計額 △499,450 △503,134

その他（純額） 961,936 459,645

有形固定資産合計 13,681,449 13,203,007

無形固定資産

その他 1,403,956 1,409,500

無形固定資産合計 1,403,956 1,409,500

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,169,418 3,173,272

その他 1,948,236 1,861,954

貸倒引当金 △4,750 △4,750

投資その他の資産合計 5,112,905 5,030,476

固定資産合計 20,198,311 19,642,984

資産合計 32,564,042 33,332,873
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,894,808 4,001,342

電子記録債務 4,327,606 3,427,272

短期借入金 2,200,000 3,275,000

1年内返済予定の長期借入金 2,526,694 2,287,978

1年内償還予定の社債 90,000 70,000

リース債務 360,657 400,209

未払法人税等 469,401 195,915

その他 3,640,129 2,793,954

流動負債合計 16,509,296 16,451,672

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 5,612,349 5,214,221

リース債務 904,741 1,022,850

退職給付に係る負債 373,150 374,131

役員退職慰労引当金 60,000 61,618

長期預り保証金 1,063,571 1,043,735

資産除去債務 167,868 170,311

その他 537,312 521,732

固定負債合計 8,733,993 8,423,601

負債合計 25,243,290 24,875,274

純資産の部

株主資本

資本金 1,303,173 1,799,197

資本剰余金 1,224,682 1,720,706

利益剰余金 3,669,950 3,808,179

自己株式 △8,897 △8,897

株主資本合計 6,188,907 7,319,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 167,704 170,501

繰延ヘッジ損益 △407 △282

退職給付に係る調整累計額 △33,446 △31,310

その他の包括利益累計額合計 133,850 138,908

新株予約権 14,119 14,119

少数株主持分 983,873 985,384

純資産合計 7,320,751 8,457,599

負債純資産合計 32,564,042 33,332,873
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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26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

売上高 10,723,589 12,195,633

売上原価 7,508,151 8,561,857

売上総利益 3,215,438 3,633,776

販売費及び一般管理費 2,723,569 3,241,138

営業利益 491,868 392,637

営業外収益

受取利息 5,317 5,746

受取配当金 582 240

受取手数料 40,057 39,258

その他 24,578 29,199

営業外収益合計 70,534 74,444

営業外費用

支払利息 36,713 33,521

借入手数料 12,864 11,493

その他 7,632 27,401

営業外費用合計 57,209 72,416

経常利益 505,193 394,665

特別利益

国庫補助金 - 13,895

受取損害賠償金 37,622 110,042

その他 1,525 -

特別利益合計 39,147 123,937

特別損失

固定資産除却損 1,016 1,733

固定資産圧縮損 - 13,895

役員退職慰労金 88,181 -

賃貸借契約解約損 - 42,440

減損損失 - 1,444

特別損失合計 89,198 59,512

税金等調整前四半期純利益 455,142 459,090

法人税、住民税及び事業税 265,244 191,275

法人税等調整額 △72,542 33,911

法人税等合計 192,702 225,187

少数株主損益調整前四半期純利益 262,440 233,903

少数株主利益 2,167 2,868

四半期純利益 260,272 231,035
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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26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 262,440 233,903

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,927 2,797

退職給付に係る調整額 - 2,136

繰延ヘッジ損益 249 124

その他の包括利益合計 △11,678 5,058

四半期包括利益 250,762 238,961

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 248,594 235,612

少数株主に係る四半期包括利益 2,167 3,349
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成27年４月27日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ

496,024千円増加しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が1,799,197千円、資本準備金が1,720,706千円となって

おります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年２月21日 至 平成26年５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：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
ホーム

センター事業
不動産事業

子会社
小売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,658,077 197,438 ― 8,855,515 1,868,074 10,723,589

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― 303,454 303,454

計 8,658,077 197,438 ― 8,855,515 2,171,528 11,027,044

セグメント利益 689,909 82,485 ― 772,394 △13,044 759,350

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットショップ事業、複合商業施設事

業、オフィスサプライ事業、自転車専門店事業、輸入卸売事業等を含んでおります。

　
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連結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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 772,394

「その他」の区分の利益 △13,044

セグメント間取引消去 1,067

全社費用(注) △268,549

四半期連結損益計算書の営業利益 491,868

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年２月21日 至 平成27年５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：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
ホーム

センター事業
不動産事業

子会社
小売事業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,349,592 195,526 1,587,318 10,132,437 2,063,195 12,195,633

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― 438,970 438,970

計 8,349,592 195,526 1,587,318 10,132,437 2,502,165 12,634,603

セグメント利益 535,404 82,461 31,342 649,208 21,389 670,597

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットショップ事業、複合商業施設事

業、オフィスサプライ事業、自転車専門店事業、輸入卸売事業等を含んでおります。

　
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連結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)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 649,208

「その他」の区分の利益 21,389

セグメント間取引消去 △5,092

全社費用(注) △272,867

四半期連結損益計算書の営業利益 392,637

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　
３．報告セグメントの変更等に関する事項

平成27年１月13日に株式会社日敷の株式を追加取得し、前連結会計年度末より同社を連結子会社に含めたこと

に伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の「ホームセンター事業」、「不動産事業」

の２区分から「ホームセンター事業」、「不動産事業」、「子会社小売事業」の３区分に変更しております。なお当

第１四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変

更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

（重要な後発事象）

(第三者割当による新株式発行)

当社は、平成27年４月10日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行う可能性のあるオーバーアロット

メントによる当社株式の売出し（当社株主から借入れる当社普通株式190,000株の売出し）に関連し、同社を割

当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、平成27年５月27日に払込が完了いたしました。概要は以下の

とおりであります。

１．発行する株式の種類及び数

普通株式 190,000株

２．発行価額

１株につき757.29円

３．発行価額の総額

143,885千円

４．発行価額のうち資本へ組み入れる額

71,942千円

５．払込期日

平成27年５月27日

６．資金の使途

平成27年８月末日までに株式会社日敷の株式取得に伴う短期借入金の返済の資金の一部に充当し、残額を

平成28年２月20日までに新規出店のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。
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