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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第２四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年８月31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 ％

25年２月期第２四半期 15,627 △2.7 771 △16.1 564 △26.1 328 0.0
24年２月期第２四半期 16,062 7.6 919 61.4 763 92.0 328 93.6

(注) 包括利益 25年２月期第２四半期 323百万円( △0.8％) 24年２月期第２四半期 326百万円( ―％)

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２月期第２四半期 22.18 ―
24年２月期第２四半期 22.18 ―

（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 ％

25年２月期第２四半期 26,135 4,928 18.9
24年２月期 26,338 4,642 17.6

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 4,928百万円 24年２月期 4,642百万円

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２月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50

25年２月期 ― 0.00

25年２月期(予想) ― 2.50 2.50

(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25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

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 30,000 △2.1 950 △17.3 600 △26.6 330 △47.2 22.29

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

     

     

   

   

   
  

 

 

 

※ 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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は、添付資料５ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積
の変更・修正再表示」をご覧下さい。

（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) 25年２月期２Ｑ 16,100,000株 24年２月期 16,100,000株

② 期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 1,295,800株 24年２月期 1,295,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 14,804,200株 24年２月期２Ｑ 14,804,200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四半期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、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４ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。ま
た、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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当第２四半期連結累計期間（平成24年３月１日から平成24年８月31日）におけるわが国経済は、東日

本大震災の影響から、一部で復興需要を背景とした景気回復が見られるものの、景気全体の底上げには

いたっておりません。欧州債務危機に端を発した経済危機は、長期化する円高や株価の低迷に深く影響

しております。国内では、依然として電力供給への不安、消費税増税などの新たな負担増などにより、

経済動向の先行き不透明な状況が続いております。 

 そうした中、当社グループにおける第２四半期連結累計期間は、昨年の震災による復旧修理特需現象

から平常へと戻ったため、前期と比較し、売上、利益面などに反動減が見受けられましたが、利益面で

は、当初の業績予想を上回る状況で推移いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間における、売上高は156億27百万円（前年同四半期比2.7％減）、営業利益

は７億71百万円（前年同四半期比16.1％減）、経常利益５億64百万円（前年同四半期比26.1％減）、特

別損失に固定資産除却損９百万円及び投資有価証券評価損３百万円を計上し、その結果、四半期純利益

は３億28百万円（前年同四半期比0.0％増）となりました。 

  

なお、報告セグメント別の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につきましては、商圏地域内において、震災に関わる需要が落ち着いたことによ

り、前期と比較して売上、利益面に反動減が生じております。春先の低温とは逆に、夏場は猛暑となる

など、天候の影響を受ける中、前年と比較して植物・園芸関連商品が売上を底上げし、すだれなどの夏

物商品も順調に売上を伸ばしました。加えて前年同様、木材・塗料・金物工具などの住宅関連商品の売

上も堅調であり、業績は、計画通りに推移しております。 

 これらの結果、営業収益は99億24百万円（前年同四半期比4.4％減）、セグメント利益は４億72百万

円（前年同四半期比15.0％減）となりました。 

  

〔WILD－１事業〕 

WILD－１事業においては、春先からの低温の影響で、春物商品の出足が遅れましたが、ファミリー層

を中心にキャンプ用品が昨年に引き続き好調を維持し、夏場のレジャーに向けた新規のお客様を取り込

むなど順調に推移いたしました。業績は、売上、利益ともに計画を上回って推移しております。 

 これらの結果、営業収益は32億95百万円（前年同四半期比1.4％減）、セグメント利益は３億32百万

円（前年同四半期比12.5％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

㈱カンセキ（９９０３）　平成25年２月期　第２四半期決算短信

- 2 -



  
〔専門店事業〕 

専門店事業につきましては、業務スーパー店舗において。昨年来からの客数増加傾向や、新規のお客

様の固定化策などにより、好調を堅持しております。平成24年６月に12店舗目となる業務スーパー西那

須野店（栃木県那須塩原市）を出店いたしました。開店後、順調に推移しております。オフハウス店舗

においては、猛暑により、メンズ・レディースウエアなどの夏物衣料が好調に推移し、売上を牽引する

とともに、店舗ごとに販売促進活動を積極的に推進し、ブランドバッグ・家電品・家具などを中心とし

た販売が好調でありました。 

 これらの結果、営業収益は26億円（前年同四半期比3.7％増）、セグメント利益は１億30百万円（前

年同四半期比16.4％減）となりました。 

  

〔店舗開発事業〕 

店舗開発事業につきましては、計画通りに安定した利益を上げております。 

 店舗開発事業における営業収益は４億５百万円（前年同四半期比7.2％減）、セグメント利益は90百

万円（前年同四半期比12.2％増）となっております。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、261億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億３百万円の減少となりました。主な要因としては、借入金の返済等による現金及び預金の減少３億８

百万円及び減価償却や敷金及び保証金の返還による固定資産の減少72百万円の減少要因に対し、クレジ

ット売上増に伴う売掛金の増加81百万円及び秋物商材の仕入による商品の増加１億５百万円の増加要因

によるものであります。 

負債は、212億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億89百万円の減少となりました。主な要

因としては、支払手形及び買掛金の増加５億37百万円の増加要因に対し、短期借入金の減少６億88百万

円、長期借入金の減少３億13百万円、長期預り敷金保証金の減少30百万円及び確定拠出年金分割移換金

の拠出等によるその他固定負債の減少79百万円の減少要因によるものであります。 

純資産は、49億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億86百万円の増加となりました。主な要

因としては、配当金の支払37百万円の減少要因に対し、当第２四半期連結累計期間において四半期純利

益３億28百万円を計上したことによるものであります。この結果、当第２四半期連結会計期間末におけ

る自己資本比率は18.9％となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ３億９百万円減少し、８億93百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ２億34百万

円減少し８億74百万円となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益５億56百万円、減

価償却費２億６百万円、仕入債務の増加額５億37百万円及び固定資産除却損９百万円の増加要因に対

し、たな卸資産の増加額１億５百万円、売上債権の増加額81百万円及び法人税等の支払額２億６百万円

の減少要因によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、１億12百万円(前年同四半期は

17百万円の収入)となりました。主な要因としては、敷金及び保証金の回収による収入１億30百万円の

増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出１億59百万円、敷金及び保証金の差入による支出48百

万円及び預り保証金の返還による支出17百万円の減少要因によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ８億42百万

円増加し10億71百万円となりました。主な要因としては、長期借入れによる収入９億70百万円の増加要

因に対し、短期借入金の純減少額７億46百万円及び長期借入金の返済による支出12億25百万円の減少要

因によるものであります。 

  

第２四半期累計期間(連結、個別)において、売上高が期初予想より減少いたしましたが、利益率の改

善、販売費及び一般管理費の削減効果により、営業利益、経常利益、四半期純利益において期初予想を

上回る結果となりました。この結果を踏まえ、平成24年４月12日に公表しました業績予想を修正いたし

ます。また、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

※ 上記予想は、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点

における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性

があります。 

②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)

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適

用しております。 

  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,263,843 955,785

売掛金 131,280 212,286

商品 4,566,621 4,672,053

その他 643,417 635,235

貸倒引当金 △2,374 △3,272

流動資産合計 6,602,788 6,472,088

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,017,955 3,940,226

土地 11,696,299 11,760,068

その他（純額） 180,639 199,702

有形固定資産合計 15,894,894 15,899,997

無形固定資産 681,409 665,903

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,566,091 2,495,545

その他 593,601 602,086

貸倒引当金 △133 △95

投資その他の資産合計 3,159,558 3,097,536

固定資産合計 19,735,863 19,663,437

資産合計 26,338,652 26,135,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,135,299 3,672,913

短期借入金 7,059,734 6,371,209

未払法人税等 224,434 243,323

ポイント引当金 159,279 164,790

その他 649,632 685,478

流動負債合計 11,228,380 11,137,713

固定負債   

長期借入金 8,569,514 8,255,785

退職給付引当金 640,485 664,354

役員退職慰労引当金 28,340 28,340

資産除去債務 82,117 82,857

長期預り敷金保証金 574,179 543,871

その他 573,172 493,637

固定負債合計 10,467,807 10,068,846

負債合計 21,696,187 21,206,560
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,926,000 1,926,000

資本剰余金 1,864,000 1,864,000

利益剰余金 1,039,700 1,331,112

自己株式 △232,317 △232,317

株主資本合計 4,597,382 4,888,794

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 45,081 40,171

その他の包括利益累計額合計 45,081 40,171

純資産合計 4,642,464 4,928,966

負債純資産合計 26,338,652 26,135,526
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 16,062,184 15,627,463

売上原価 11,441,881 11,107,900

売上総利益 4,620,303 4,519,562

営業収入 617,454 610,993

営業総利益 5,237,757 5,130,555

販売費及び一般管理費 4,318,424 4,359,385

営業利益 919,333 771,169

営業外収益   

受取利息 764 340

受取配当金 3,059 4,153

受取保険金 10,339 17,541

その他 7,683 4,764

営業外収益合計 21,846 26,800

営業外費用   

支払利息 176,618 182,862

支払手数料 － 50,000

その他 832 928

営業外費用合計 177,450 233,790

経常利益 763,729 564,179

特別利益   

固定資産売却益 111,811 －

賃貸借契約解約益 60 4,965

特別利益合計 111,871 4,965

特別損失   

固定資産除売却損 118,371 9,152

賃貸借契約解約損 88 －

投資有価証券評価損 － 3,508

災害による損失 125,905 －

退職給付制度改定損 50,159 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,696 －

その他 7,190 －

特別損失合計 339,411 12,661

税金等調整前四半期純利益 536,189 556,483

法人税、住民税及び事業税 286,920 225,562

法人税等調整額 △79,099 2,497

法人税等合計 207,820 228,060

少数株主損益調整前四半期純利益 328,369 328,422

四半期純利益 328,369 328,422
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 328,369 328,422

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,335 △4,910

その他の包括利益合計 △2,335 △4,910

四半期包括利益 326,034 323,512

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 326,034 323,512
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 536,189 556,483

減価償却費 211,396 206,989

支払利息 176,618 182,862

固定資産売却損益（△は益） △105,248 －

固定資産除却損 111,808 9,152

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 37,696 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △245,100 △105,237

売上債権の増減額（△は増加） △42,424 △81,005

仕入債務の増減額（△は減少） 692,298 537,613

その他 93,508 △51,344

小計 1,466,742 1,255,513

利息及び配当金の受取額 3,823 4,495

利息の支払額 △176,786 △178,952

法人税等の支払額 △183,896 △206,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,109,883 874,904

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △90,000 －

有形固定資産の取得による支出 △106,365 △159,897

有形固定資産の売却による収入 357,099 －

無形固定資産の取得による支出 △2,390 △6,686

敷金及び保証金の差入による支出 △32,259 △48,010

敷金及び保証金の回収による収入 199,510 130,095

預り保証金の返還による支出 △296,017 △17,693

預り保証金の受入による収入 1,120 －

その他 △12,794 △10,195

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,902 △112,389

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △794,000 △746,500

長期借入れによる収入 1,650,000 970,000

長期借入金の返済による支出 △1,035,818 △1,225,754

社債の償還による支出 △25,000 －

その他 △24,419 △69,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,237 △1,071,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 898,548 △309,131

現金及び現金同等物の期首残高 984,770 1,202,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,883,319 893,762
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日) 

報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １  「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、不動産事業及び保険代理店事業等

を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△265,948千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△265,948千円が

含まれております。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  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年８月31日) 

報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １  「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、不動産事業及び保険代理店事業等

を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△260,260千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△260,260千円が

含まれております。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  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

(注)１
合計

調整額 

(注)２

四半期連 

結損益計 

算書計上 

額(注)３
ホームセン

ター
WILD－１ 専門店 店舗開発 計

営業収益

  外部顧客への営業収益 10,379,842 3,341,583 2,506,952 437,324 16,665,702 13,936 16,679,639 ― 16,679,639

  セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高
― ― ― 6,534 6,534 36,965 43,499 △43,499 ―

計 10,379,842 3,341,583 2,506,952 443,858 16,672,236 50,901 16,723,138 △43,499 16,679,639

セグメント利益 555,678 379,541 155,709 80,961 1,171,891 13,390 1,185,281 △265,948 919,333

(単位：千円)

報告セグメント
その他 

(注)１
合計

調整額 

(注)２

四半期連 

結損益計 

算書計上 

額(注)３
ホームセン

ター
WILD－１ 専門店 店舗開発 計

営業収益

  外部顧客への営業収益 9,924,699 3,295,020 2,600,672 405,685 16,226,076 12,379 16,238,456 ― 16,238,456

  セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高
― ― ― 6,534 6,534 32,700 39,234 △39,234 ―

計 9,924,699 3,295,020 2,600,672 412,219 16,232,610 45,079 16,277,690 △39,234 16,238,456

セグメント利益 472,220 332,018 130,099 90,829 1,025,168 6,261 1,031,430 △260,260 771,169

（６）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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