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(百万円未満切捨て)

１．平成31年２月期第２四半期の業績（平成30年２月21日～平成30年８月20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 ％

31年２月期第２四半期 15,366 △6.1 273 △7.5 329 △7.2 210 1.0

30年２月期第２四半期 16,372 △3.3 295 △41.5 355 △36.7 208 △33.6
　

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

31年２月期第２四半期 39.02 ―

30年２月期第２四半期 38.64 ―
(注)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
　 平成30年２月期の期首に株式併合が行なわれたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年２月期第２四半期 19,668 11,448 58.2

30年２月期 20,029 11,411 57.0

(参考) 自己資本 31年２月期第２四半期 11,448百万円 30年２月期 11,411百万円

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

30年２月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

31年２月期 ― 0.00

31年２月期(予想) ― 20.00 20.00

　(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
(注２)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。平
　 成31年２月期(予想)の期末の配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載しておりま
　 す。株式併合を考慮しない場合の平成31年２月期(予想)の期末の配当金は10円00銭となります。詳細につきま
　 しては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧下さい。

３．平成31年２月期の業績予想（平成30年２月21日～平成31年２月20日）

(％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 30,100 △4.0 310 1.2 350 △11.1 200 10.6 37.13
　(注１)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

(注２)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。平
　 成31年２月期の業績予想(通期)の１株当たりの当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額を
　 記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成31年２月期の業績予想(通期)における１株当たり当期純
　 利益は18円56銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」
　 をご覧下さい。
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※ 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 ： 無
　

　

（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 ： 無

　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
　

　

（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) 31年２月期２Ｑ 5,586,150株 30年２月期 5,586,150株

② 期末自己株式数 31年２月期２Ｑ 200,157株 30年２月期 200,157株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期２Ｑ 5,385,992株 30年２月期２Ｑ 5,386,464株
　

(注)当社は、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。期末
　 発行株式数、期末自己株式数および期中平均株式数につきましては、平成30年２月期の期首に当該株式併合が行
　 なわれたと仮定して算定しております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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。

　
　(株式併合後の配当及び業績予想について)
　当社は、平成30年５月17日開催の第67回定時株主総会において、株式併合及び単元株式数の変更について承認

可決され、平成30年８月21日付けで普通株式２株につき普通株式１株の割合で株式併合を行なっております。
併せて、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成31年２
月期の配当予想及び業績予想は以下のとおりとなります。

　 (１)平成31年２月期の配当予想
　 １株当たり配当金 (期末) 10円00銭
　 (２)平成31年２月期の業績予想
　 １株当たり当期純利益(期末) 18円56銭
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成30年２月20日)

当第２四半期会計期間
(平成30年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 830,972 833,730

売掛金 455,829 569,609

たな卸資産 5,959,694 5,732,279

その他 591,831 573,747

流動資産合計 7,838,328 7,709,367

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,325,296 3,325,947

土地 2,773,951 2,767,311

その他（純額） 894,319 828,880

有形固定資産合計 6,993,567 6,922,139

無形固定資産 634,051 597,312

投資その他の資産

差入保証金 3,780,219 3,739,689

その他 806,459 723,275

貸倒引当金 △23,285 △23,513

投資その他の資産合計 4,563,394 4,439,452

固定資産合計 12,191,013 11,958,904

資産合計 20,029,342 19,668,271

負債の部

流動負債

買掛金 4,562,624 4,453,098

短期借入金 1,000,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 499,716 526,400

未払法人税等 37,931 166,160

賞与引当金 79,033 79,120

ポイント引当金 68,728 88,081

その他 646,193 864,159

流動負債合計 6,894,226 6,777,018

固定負債

長期借入金 986,069 709,527

役員退職慰労引当金 53,953 53,453

資産除去債務 330,372 333,126

その他 353,141 346,352

固定負債合計 1,723,536 1,442,458

負債合計 8,617,763 8,219,477
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年２月20日)

当第２四半期会計期間
(平成30年８月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,921,525 2,921,525

資本剰余金 3,558,349 3,558,349

利益剰余金 4,935,093 5,037,530

自己株式 △205,891 △205,891

株主資本合計 11,209,077 11,311,514

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 202,501 137,280

評価・換算差額等合計 202,501 137,280

純資産合計 11,411,579 11,448,794

負債純資産合計 20,029,342 19,668,271
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年２月21日
　至 平成29年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年２月21日
　至 平成30年８月20日)

売上高 16,372,162 15,366,406

売上原価 11,667,140 11,030,573

売上総利益 4,705,021 4,335,833

営業収入

不動産賃貸収入 316,441 311,327

営業総利益 5,021,463 4,647,161

販売費及び一般管理費 4,725,695 4,373,548

営業利益 295,767 273,612

営業外収益

受取利息 16,919 16,967

受取配当金 4,113 4,813

受取手数料 8,839 8,032

受取保険金 30,474 6,816

補助金収入 ― 17,743

その他 9,859 10,315

営業外収益合計 70,206 64,689

営業外費用

支払利息 3,223 3,628

その他 7,418 5,050

営業外費用合計 10,641 8,678

経常利益 355,332 329,623

特別損失

減損損失 26,627 1,637

特別損失合計 26,627 1,637

税引前四半期純利益 328,704 327,985

法人税、住民税及び事業税 78,629 111,737

法人税等調整額 41,931 6,092

法人税等合計 120,561 117,829

四半期純利益 208,142 210,156
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年２月21日
　至 平成29年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年２月21日
　至 平成30年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 328,704 327,985

減価償却費 274,719 275,810

のれん償却額 5,504 5,504

減損損失 26,627 1,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,418 228

賞与引当金の増減額（△は減少） 975 87

ポイント引当金の増減額（△は減少） 13,544 19,353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） ― △500

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） △3,053 ―

受取利息及び受取配当金 △21,033 △21,781

支払利息 3,223 3,628

受取保険金 △30,474 △6,816

補助金収入 ― △17,743

売上債権の増減額（△は増加） △86,571 △113,780

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,996 227,414

仕入債務の増減額（△は減少） 178,937 △82,515

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,477 104,516

その他 117,966 36,511

小計 861,172 759,540

利息及び配当金の受取額 6,883 7,136

利息の支払額 △2,920 △3,521

保険金の受取額 30,474 6,816

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △247,351 35,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 648,257 805,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △458,251 △67,405

無形固定資産の取得による支出 △28,378 △32,257

有形固定資産の売却による収入 6,727 8,717

投資有価証券の取得による支出 △1,798 △1,798

差入保証金の回収による収入 104,714 113,012

差入保証金の差入による支出 △196,446 △58,216

その他 △2,980 △7,415

投資活動によるキャッシュ・フロー △576,413 △45,362

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） △160,000 △400,000

長期借入れによる収入 1,000,000 ―

長期借入金の返済による支出 △254,854 △249,858

自己株式の取得による支出 △1,056 ―

配当金の支払額 △108,008 △107,855

財務活動によるキャッシュ・フロー 476,081 △757,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 547,925 2,757

現金及び現金同等物の期首残高 979,165 830,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,527,090 833,730
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（４）四半期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）

前第２四半期累計期間(自 平成29年２月21日 至 平成29年８月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月18日
定時株主総会

普通株式 107,733 10.00 平成29年２月20日 平成29年５月19日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

　 なるもの

　 該当事項はありません。

当第２四半期累計期間(自 平成30年２月21日 至 平成30年８月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月17日
定時株主総会

普通株式 107,719 10.00 平成30年２月20日 平成30年５月18日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

　 なるもの

　 該当事項はありません。
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２．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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