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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

(1) 連結経営成績                             （％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（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年２月期第３四半期 25,061 △1.5 350 △24.2 △73 ― △166 ― 

20年２月期第３四半期 25,449 ― 462 ― 12 ― △97 ― 

20年２月期 33,925 ― 679 ― 85 ― 55 ― 

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

21年２月期第３四半期 △11  25 ―  ― 

20年２月期第３四半期 △6  55 ―  ― 

20年２月期 3  75 ―  ― 

 
(2) 連結財政状態 

 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 

21年２月期第３四半期 28,745 3,986 13.9 269  28 

20年２月期第３四半期 29,855 4,052 13.6 273  66 

20年２月期 29,461 4,185 14.2 282  69 

 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

21年２月期第３四半期 1,903 111 △2,130 1,476 

20年２月期第３四半期 834 △369 △629 844 

20年２月期 754 △387 216 1,592 
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２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 円 銭 円 銭 円 銭 

20年２月期 ―  ― 2  50 2  50 

21年２月期（予想） ―  ― 2  50 2  50 

 
３．21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）   【参考】 

（％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 33,790 △0.4 780 14.9 160 87.7 10 △82.1 0  68 

 
 
４．その他 

  
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

ります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成20年３月１日～平成20年11月30日）は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機が、

実体経済に波及し世界的な景気減速感をもたらしております。わが国経済においても、株安の影響や、円高による

輸出企業を中心とした企業の収益力の悪化や設備投資が減少するなど景気後退色が一段と鮮明になっております。

また、雇用情勢が不安定化するとともに、一般消費動向においても依然として購買意欲の低迷が続き、従前より厳

しい経営環境が続いております。 

 

各事業については、以下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、上半期において、自転車、園芸関連が堅調に推移いたしましたが、第３四半期において

急激な消費動向の落ち込みにより消費者購買力が低下し、売上高が昨年より減少いたしました。その結果、当該事

業の営業収益（売上高及び営業収入）は 179 億 18 百万円（前年同期比 5.6％減）となりました。平成 20 年３月に

神栖店の業態変更及び10月に鶴田店を賃貸契約満了により閉店したことにより２店舗減少しホームセンター事業は

店舗数30店舗となりました。 

 

＜WILD－１事業＞ 

WILD－１事業は、消費動向が下降する中で固定客を中心にダイレクトメールによる販促を強化するとともにアウ

トドアイベントを通じたアウトドアライフへの啓蒙を促し、更なる固定化を図りました。その結果、当該事業の営

業収益は41億93百万円（前年同期比8.2％増）であります。 

 

＜不動産賃貸事業＞ 

不動産賃貸事業は、一部賃貸契約の契約期間満了等による賃貸物件の減少に伴い営業収益が減少致しましたが、

地代家賃等の販売費及び一般管理費が削減され利益への影響はありませんでした。当該事業の営業収益は７億14百

万円（前年同期比6.7％減）であります。 

 

＜その他の事業＞ 

（食品販売事業） 

食品販売事業は、主力である業務スーパーで、円高による円高還元値下げセールを実施いたしました。食の安全

や品質に対する関心が高まる中「安心・安全」への取組み、お客様に信頼できる商品をご提供しております。当該

事業の営業収益は22億３百万円（前年同期比0.5％増）であります。 

 

（リユース事業） 

リユース事業は、急激な円高によるブランド品の買取価額や販売価額に影響が見られるものの店頭買取が順調に

推移し店頭在庫が充実し堅調に売上は推移いたしました。当該事業の営業収益は７億 18 百万円（前年同期比

11.4％増）であります。 

 

（飲食事業） 

飲食事業は、生活防衛意識の高まりにより外食を控える傾向が見受けられ、売上が伸び悩みました。当該事業の

営業収益は３億８百万円（前年同期比399.4％増）であります。 

なお、飲食事業は平成19年９月より設立したため前年同期比が増加しております。 

 

この結果として、当第３四半期の営業収益は260億56百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は３億50百万円

（前年同期比24.2％減）、経常損失は73 百万円（前年同期と比べ85 百万円減）、店舗閉鎖費用及び固定資産除却損

の計上により四半期純損失は１億66百万円（前年同期と比べ69百万円減）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の変動状況 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億 15 百万円減少し、287 億 45 百万円でありましたが、

そのうち流動資産は71億５百万円、固定資産は216億38百万円、繰延資産は０百万円となりました。 

また、当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ５億 16 百万円減少し、247 億 58 百万円でありま

したが、そのうち流動負債は116億28百万円、固定負債は131億29百万円となりました。 

当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億 99 百万円減少し、39 億 86 百万円、自己資本比率は

13.9％となりました。その結果、１株当たり純資産額は269円28銭となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、14 億 76 百万円となり、前連結会計年度

末に比べ１億15百万円の減少となりました。 

 

（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、19億３百万円となりました。 

これは主に、減価償却費３億63百万円、仕入債務の増加額12億95百万円など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） 

投資活動の結果得られた資金は、１億11百万円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出２億 12 百万円、差入保証金・敷金の回収による収入３億 74 百万円に

よるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、21 億 30 百万円となりました。これは主に借入金の返済及び社債の償還による

ものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21 年２月期の連結業績予想に関しましては、平成20 年 10 月 14 日の中間決算短信発表時に公表いたしまし

た業績予想に変更はありません。 

なお、予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今度の動向をふまえまして業績予想

の修正が必要な場合は速やかに開示いたします。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

（内容）たな卸資産については、実地たな卸を省略しております。 

    その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成20年２月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成21年２月期 

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成20年２月期末）科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1.現金及び預金 907,262 1,539,069 631,806 69.6 1,654,890 

2.受取手形及び売掛金 250,348 251,313 964 0.4 144,812 

3.たな卸資産 5,529,674 4,584,501 △945,173 △17.1 4,715,327 

4.その他 848,334 731,105 △117,228 △13.8 749,692 

流動資産合計 7,535,620 7,105,990 △429,630 △5.7 7,264,722 

Ⅱ 固定資産      

1.有形固定資産 17,111,127 16,935,178 △175,948 △1.0 17,093,573 

2.無形固定資産 783,327 778,008 △5,318 △0.7 776,300 

3.投資その他の資産 4,423,908 3,925,563 △498,345 △11.3 4,326,079 

固定資産合計 22,318,363 21,638,750 △679,613 △3.0 22,195,953 

Ⅲ 繰延資産 1,417 270 △1,146 △80.9 328 

資産合計 29,855,400 28,745,011 △1,110,389 △3.7 29,461,005 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

1.支払手形及び買掛金 4,919,360 4,990,810 71,450 1.5 3,695,801 

2.短期借入金 5,438,107 5,758,553 320,446 5.9 6,696,771 

3.一年内償還予定の社債 106,000 106,000 ― ― 106,000 

4.その他 758,332 773,579 15,247 2.0 508,416 

流動負債合計 11,221,799 11,628,943 407,143 3.6 11,006,988 

Ⅱ 固定負債      

1.社債 265,000 159,000 △106,000 △40.0 237,000 

2.長期借入金 12,585,452 11,123,809 △1,461,643 △11.6 12,201,407 

3.その他 1,731,048 1,846,764 115,715 6.7 1,829,751 

固定負債合計 14,581,500 13,129,573 △1,451,927 △10.0 14,268,158 

負債合計 25,803,300 24,758,516 △1,044,783 △4.0 25,275,146 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1.資本金 1,926,000 1,926,000 ― ― 1,926,000 

2.資本剰余金 1,864,000 1,864,000 ― ― 1,864,000 

3.利益剰余金 497,399 447,025 △50,373 △10.1 650,541 

4.自己株式 △231,872 △232,317 △445 ― △231,872 

株主資本合計 4,055,526 4,004,707 △50,818 △1.3 4,208,668 

Ⅱ 評価・換算差額等      

1.その他有価証券 
 評価差額金 

△3,426 △18,205 △14,779 ― △22,211 

2.繰延ヘッジ損益 ― △8 △8 ― △599 

評価・換算差額等合計 △3,426 △18,213 △14,787 ― △22,810 

純資産合計 4,052,100 3,986,494 △65,605 △1.6 4,185,858 

負債・純資産合計 29,855,400 28,745,011 △1,110,389 △3.7 29,461,005 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成20年２月期）科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 25,449,897 25,061,492 △388,404 △1.5 33,925,018 

Ⅱ 売上原価 18,634,651 18,241,688 △392,962 △2.1 24,864,103 

 売上総利益 6,815,246 6,819,803 4,557 0.1 9,060,915 

Ⅲ 営業収入 1,075,741 994,710 △81,031 △7.5 1,408,077 

 営業総利益 7,890,987 7,814,514 △76,473 △1.0 10,468,992 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 7,428,330 7,463,834 35,503 0.5 9,789,935 

 営業利益 462,657 350,679 △111,977 △24.2 679,056 

Ⅴ 営業外収益 14,565 25,994 11,428 78.5 26,679 

Ⅵ 営業外費用 464,424 449,760 △14,663 △3.2 620,484 

 経常利益又は 
 経常損失（△） 

12,797 △73,086 △85,884 ― 85,252 

Ⅶ 特別利益 266 5,556 5,289 ― 137,985 

Ⅷ 特別損失 117,016 75,875 △41,141 △35.2 119,223 

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△103,952 △143,405 △39,453 ― 104,015 

税金費用 △6,532 23,092 29,624 ― 48,292 

当期純利益又は 
四半期純損失（△） 

△97,419 △166,497 △69,077 ― 55,722 
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前四半期（平成20年２月期第３四半期） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換 

算差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 632,174 △208,032 4,214,141 17,142 17,142 4,231,283

第３四半期連結会計期間中の 

変動額 
  

 剰余金の配当  △37,355 △37,355  △37,355

 四半期純損失  △97,419 △97,419  △97,419

 自己株式の取得  △23,840 △23,840  △23,840

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

 △20,568 △20,568 △20,568

第３四半期連結会計期間中 

の変動額合計(千円) 
－ － △134,775 △23,840 △158,615 △20,568 △20,568 △179,183

平成19年11月30日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 497,399 △231,872 4,055,526 △3,426 △3,426 4,052,100

当四半期（平成21年２月期第３四半期） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成20年２月29日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 650,541 △231,872 4,208,668 △22,211 △599 △22,810 4,185,858

第３四半期連結会計期間中の 

変動額 
  

 剰余金の配当  △37,018 △37,018  △37,018

 四半期純損失  △166,497 △166,497  △166,497

 自己株式の取得  △445 △445  △445

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期連結会計期間中 

 の変動額(純額) 

 4,006 590 4,596 4,596

第３四半期連結会計期間中 

の変動額合計(千円) 
－ － △203,515 △445 △203,960 4,006 590 4,596 △199,363

平成20年11月30日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 447,025 △232,317 4,004,707 △18,205 △8 △18,213 3,986,494

（参考）前期（平成20年２月期） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 632,174 △208,032 4,214,141 17,142 － 17,142 4,231,283

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △37,355 △37,355  △37,355

 当期純利益  55,722 55,722  55,722

 自己株式の取得  △23,840 △23,840  △23,840

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 △39,353 △599 △39,952 △39,952

連結会計年度中の変動額合計 

           (千円) 
－ － 18,367 △23,840 △5,472 △39,353 △599 △39,952 △45,425

平成20年２月29日残高 (千円) 1,926,000 1,864,000 650,541 △231,872 4,208,668 △22,211 △599 △22,810 4,185,858
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期） 

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

1.税金等調整前四半期純損失（△） 
 又は税金等調整前当期純利益 

△103,952 △143,405 104,015 

2.減価償却費 360,485 363,632 489,886 

3.支払利息 459,601 448,657 614,358 

4.たな卸資産の減少額（△増加額） △451,077 130,826 363,269 

5.売上債権の増加額 △106,904 △106,500 △1,369 

6.仕入債務の増加額（△減少額） 1,214,392 1,295,009 △9,166 

7.その他 10,232 381,270 △100,974 

小  計 1,382,776 2,369,489 1,460,018 

8.利息の支払額 △463,854 △438,717 △623,642 

9.その他 △84,712 △26,926 △82,372 

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,210 1,903,845 754,004 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

1.有形固定資産の取得による支出 △420,605 △212,892 △621,023 

2.有形固定資産の売却による収入 ― 40,736 ― 

3.保証金・敷金の差入による支出 △80,319 △20,572 △81,808 

4.保証金・敷金の回収による収入 266,951 374,406 355,735 

5.預り保証金・敷金の払戻による支出 △33,985 △45,409 △43,622 

6.預り保証金・敷金の取得による収入 1,878 5,276 113,578 

7.その他 △103,073 △30,511 △110,726 

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,154 111,033 △387,866 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

1.短期借入金の純減少額 △1,749,250 △926,250 △489,000 

2.長期借入れによる収入 2,300,000 40,000 2,300,000 

3.長期借入金の返済による支出 △1,041,877 △1,129,566 △1,427,508 

4.社債の償還による支出 △78,000 △78,000 △106,000 

5.自己株式の取得による支出 △23,840 △445 △23,840 

6.その他 △36,648 △36,438 △36,722 

財務活動によるキャッシュ・フロー △629,615 △2,130,699 216,929 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △164,559 △115,820 583,067 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,009,316 1,592,383 1,009,316 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 844,757 1,476,563 1,592,383 
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(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前四半期（平成20年２月期第３四半期） 

前四半期はセグメント情報を開示しておりませんので記載しておりません。 
 

当四半期（平成21年２月期第３四半期） 

 
ホームセンター 

(千円) 
WILD－１ 
(千円) 

不動産賃貸
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

営業収益 
 

   

 (1) 外部顧客に対する 
    営業収益 

17,918,109 4,193,991 714,196 3,229,904 26,056,202 － 26,056,202

 (2) セグメント間の内部 
    営業収益又は振替高 

826 － 44,179 3,609 48,615 (48,615) －

計 17,918,936 4,193,991 758,376 3,233,513 26,104,817 (48,615) 26,056,202

営業費用 17,537,155 3,990,699 638,813 3,125,065 25,291,734 413,788 25,705,522

営業利益 381,780 203,292 119,563 108,448 813,083 (462,403) 350,679

 
 

（参考）前期（平成20年２月期） 

 
ホームセンター 

(千円) 
WILD－１ 
(千円) 

不動産賃貸
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

営業収益 
 

   

 (1) 外部顧客に対する 
    営業収益 

25,260,800 5,096,272 1,011,427 3,964,596 35,333,096 － 35,333,096

 (2) セグメント間の内部 
    営業収益又は振替高 

－ － 24,078 880 24,959 (24,959) －

計 25,260,800 5,096,272 1,035,506 3,965,477 35,358,055 (24,959) 35,333,096

営業費用 24,669,999 4,889,613 863,778 3,848,150 34,271,541 382,497 34,654,039

営業利益 590,800 206,658 171,727 117,326 1,086,513 (407,456) 679,056

 
 


