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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の業績（2020年２月21日～2020年11月20日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 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 ％

2021年２月期第３四半期 24,475 6.3 1,250 159.0 1,289 137.6 867 154.4

2020年２月期第３四半期 23,019 0.4 482 121.6 542 89.6 340 90.0
　

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

2021年２月期第３四半期 160.99 ―

2020年２月期第３四半期 63.29 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 18,338 10,581 57.7

2020年２月期 17,349 9,731 56.1
(参考) 自己資本 2021年２月期第３四半期 10,581百万円 2020年２月期 9,731百万円
　

　

　

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

2020年２月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2021年２月期 ― 0.00 ―

2021年２月期(予想) 20.00 20.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

３．2021年２月期の業績予想（2020年２月21日～2021年２月20日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 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 △2.4 800 70.6 850 55.9 550 90.5 102.12
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　



※ 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) 2021年２月期３Ｑ 5,586,150株 2020年２月期 5,586,150株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 200,192株 2020年２月期 200,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 5,385,958株 2020年２月期３Ｑ 5,385,958株
　

　

※ 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。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動に大きな制約を受

け、非常に厳しい状況で推移いたしました。経済活動再開の動きもみられるものの、足元では更なる感染拡大も懸念

されており、先行きは不透明な状況が続いております。

ホームセンター業界におきましても、業態を越えた顧客獲得競争がますます激化する中、消費者の節約志向、人件

費や物流コストの増加リスク等、依然として厳しい経営環境にあります。

このような状況のもと、当社は＜「全員参加」～皆で現状のやり方、考え方、ルールを改め地域密着型の店舗・会

社をつくる～＞を当事業年度のテーマに掲げ、お客様の期待を上回る商品とサービスの提供を行うべく、品揃えやサ

ービス内容の見直しを進めてまいりました。

またコロナ禍でのお客様の需要に応えるべく、従業員のマスク着用や定期的な消毒の実施など、安全対策を最優先

としながら営業活動を継続してまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の営業収益は244億７千５百万円(前年同期比6.3％増)となりました。営業利益

は12億５千万円(同159.0％増)、経常利益は12億８千９百万円（同137.6％増)、四半期純利益は８億６千７百万円(同

154.4％増)となり、増収増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

流動資産は、前事業年度末と比べ10億５千８百万円増加し、90億３千８百万円となりました。これは、現金及び預

金が４億８千３百万円増加したこと、たな卸資産が４億５千３百万円増加したこと等によります。

固定資産は、前事業年度末と比べ６千８百万円減少し、93億円となりました。これは、有形固定資産が７千６百万

円増加しましたが、無形固定資産が９千３百万円、投資その他の資産が５千２百万円それぞれ減少したこと等により

ます。

この結果、資産合計は、前事業年度末と比べて９億８千９百万円増加し、183億３千８百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前事業年度末と比べ２億６千５百万円増加し、69億円となりました。これは、短期借入金が10億円減

少しましたが、買掛金が９億２千８百万円、未払法人税等が２億６千５百万円それぞれ増加したこと等によります。

固定負債は、前事業年度末と比べ１億２千５百万円減少し、８億５千７百万円となりました。これは、長期借入金

（１年内返済分を除く）が１億７千５百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は、前事業年度と比べ１億３千９百万円増加し、77億５千７百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前事業年度末と比べ８億４千９百万円増加し、105億８千１百万円となりました。これは、利益剰余

金が７億５千９百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が９千万円増加したこと等によります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第３四半期累計期間の業績は好調に推移し、2020年９月30日に公表いたしました2021年２月期の業績予想を超える

利益水準で推移しておりますが、期末に向けて店舗改装等の設備投資を継続して実施すること、また新型コロナウイル

スの影響等先行きの見通しを算定することが困難な状況が続いていることから業績予想は据え置きとしております。
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２．四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
(2020年２月20日)

当第３四半期会計期間
(2020年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,211,211 1,694,445

売掛金 670,860 745,366

たな卸資産 5,714,479 6,168,378

その他 383,589 430,039

流動資産合計 7,980,140 9,038,229

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,231,894 2,228,059

土地 1,947,621 1,947,621

その他（純額） 501,075 581,654

有形固定資産合計 4,680,592 4,757,335

無形固定資産 328,114 234,612

投資その他の資産

差入保証金 3,433,885 3,242,643

その他 949,998 1,069,876

貸倒引当金 △23,033 △3,760

投資その他の資産合計 4,360,850 4,308,759

固定資産合計 9,369,557 9,300,707

資産合計 17,349,697 18,338,937

負債の部

流動負債

買掛金 4,140,293 5,068,513

短期借入金 1,000,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 279,685 220,006

未払法人税等 119,973 385,456

賞与引当金 74,929 142,434

ポイント引当金 134,088 137,658

その他 885,948 946,127

流動負債合計 6,634,916 6,900,194

固定負債

長期借入金 272,202 97,197

役員退職慰労引当金 53,453 53,453

資産除去債務 339,336 347,729

その他 318,109 358,766

固定負債合計 983,101 857,146

負債合計 7,618,018 7,757,340
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当第３四半期会計期間
(2020年11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 3,375,963 4,135,307

自己株式 △205,931 △205,931

株主資本合計 9,649,907 10,409,250

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81,772 172,346

評価・換算差額等合計 81,772 172,346

純資産合計 9,731,679 10,581,597

負債純資産合計 17,349,697 18,338,937
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年２月21日
　至 2019年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年11月20日)

売上高 22,556,363 24,020,779

売上原価 16,232,438 16,811,273

売上総利益 6,323,925 7,209,505

営業収入

不動産賃貸収入 463,568 455,015

営業総利益 6,787,493 7,664,521

販売費及び一般管理費 6,304,678 6,414,107

営業利益 482,814 1,250,413

営業外収益

受取利息 18,406 15,307

受取配当金 7,895 7,810

受取手数料 11,129 10,308

受取保険料 22,816 4,703

補助金収入 ― 11,515

その他 9,751 13,428

営業外収益合計 69,999 63,073

営業外費用

支払利息 4,432 2,320

固定資産除却損 665 14,267

その他 5,074 7,357

営業外費用合計 10,173 23,946

経常利益 542,640 1,289,540

特別損失

減損損失 37,475 ―

特別損失合計 37,475 ―

税引前四半期純利益 505,165 1,289,540

法人税、住民税及び事業税 181,209 440,196

法人税等調整額 △16,904 △17,717

法人税等合計 164,304 422,478

四半期純利益 340,860 867,062
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（３）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３四半期累計期間（自 2019年２月21日 至 2019年11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

2019年５月14日
定時株主総会

普通株式 107,719 20.00 2019年２月20日 2019年５月15日 利益剰余金

　 ２．基準日が当第３四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３四半期会計期間の末尾後と

　 なるもの

該当事項はありません。

　 当第３四半期累計期間（自 2020年２月21日 至 2020年11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

2020年５月14日
定時株主総会

普通株式 107,719 20.00 2020年２月20日 2020年５月15日 利益剰余金

　 ２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当にうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末尾後と

なるもの

　 該当事項はありません。

３．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。

　


