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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第１四半期の業績（2021年２月21日～2021年５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 ％

2022年２月期第１四半期 7,874 △4.9 464 △8.8 479 △9.4 323 △11.4

2021年２月期第１四半期 8,280 7.6 508 129.0 529 108.2 364 106.1
　

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

2022年２月期第１四半期 60.01 ―

2021年２月期第１四半期 67.70 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第１四半期 18,253 10,430 57.1

2021年２月期 18,229 10,342 56.7
(参考) 自己資本 2022年２月期第１四半期 10,430百万円 2021年２月期 10,342百万円

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

2021年２月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
2022年２月期 ―

2022年２月期(予想) 0.00 ― 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)2021年2月期期末配当の内訳 普通配当20円00銭 創業45周年記念配当10円00銭 特別配当10円00銭

３．2022年２月期の業績予想（2021年２月21日～2022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)

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

第２四半期(累計) 15,000 △11.7 250 △76.7 300 △72.8 220 △69.9 40.85

通期 28,500 △12.4 200 △79.8 250 △75.6 100 △84.0 18.57

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

ただし、新型コロナウィルスの感染拡大の影響につきましては、算定が困難なことから、本業績予想には
織り込んでおりません。



※ 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) 2022年２月期１Ｑ 5,586,150株 2021年２月期 5,586,150株

② 期末自己株式数 2022年２月期１Ｑ 200,192株 2021年２月期 200,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期１Ｑ 5,385,958株 2021年２月期１Ｑ 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および合理的で
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１四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症の拡大により、一部地域で緊急事態宣

言が再発出されるなど、依然として収束の見通しが立たず、厳しい状況で推移いたしました。ワクチン接種の開始

や一部の経済活動に持ち直しの動きが見られるなど明るい材料も見られるものの、依然として先行き不透明な状態

が続いております。

　ホームセンター業界におきましては、新型コロナウイルス感染拡大に関連し、衛生用品や家庭用品に関しては昨

年の特需に対する反動減がありましたが、DIY用品やレジャー用品等が好調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社は＜「全員参加」～皆で地域密着型の安心・安全なインフラ店舗をつくろう～＞を

当事業年度のテーマに掲げ、コロナ禍を乗り越える為、また激しく変化する社会に対応し、お客様にとって無くて

はならない安心・安全な店舗を作る為、全従業員一丸となって取り組んでまいりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の営業収益は78億７千４百万円(前年同期比4.9％減)となりました。営業利益

は４億６千４百万円(同8.8％減)、経常利益は４億７千９百万円（同9.4％減)、四半期純利益は３億２千３百万円

(同11.4％減)となりました。コロナ禍の「巣ごもり需要」等の特需で大幅に営業収益及び各利益が増加した前年同

期との比較では減収減益となりましたが、引き続き好調な推移となっております。

（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１億５千３百万円増加し、88億７千３百万円となりました。これは、現金及び

預金が８億７千６百万円減少しましたが、売掛金が１億９千７百万円増加したこと、たな卸資産が７億６千４百万

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１億２千９百万円減少し、93億８千万円となりました。これは、有形固定資産

が２千万円減少したこと、差入保証金が５千１百万円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２千３百万円増加し、182億５千３百万円となりました。

　(負債)

負債は、前事業年度末と比べ６千３百万円減少し、78億２千３百万円となりました。これは買掛金が７億２千３

百万円増加しましたが、その他(未払金)が６億８千１百万円減少したこと、未払法人税等が８千４百万円減少した

こと等によります。

　(純資産)

純資産は、前事業年度末と比べ８千７百万円増加し、104億３千万円となりました。これは、利益剰余金が１億７

百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が１千９百万円減少したことによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期の業績は好調に推移し、2021年４月１日に公表いたしました2022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、継続して店舗改装等の設備投資を積極的に実施していくこと、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
(2021年２月20日)

当第１四半期会計期間
(2021年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,882,292 1,006,175

売掛金 704,449 901,594

たな卸資産 5,720,702 6,485,652

その他 412,151 479,587

流動資産合計 8,719,595 8,873,009

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,434,163 2,406,832

土地 1,936,111 1,936,111

その他（純額） 722,997 729,575

有形固定資産合計 5,093,272 5,072,519

無形固定資産 203,825 205,975

投資その他の資産

差入保証金 3,187,357 3,136,001

その他 1,029,034 969,450

貸倒引当金 △3,760 △3,759

投資その他の資産合計 4,212,632 4,101,693

固定資産合計 9,509,730 9,380,187

資産合計 18,229,326 18,253,197

負債の部

流動負債

買掛金 4,827,795 5,550,811

1年内返済予定の長期借入金 233,340 200,533

未払法人税等 250,590 166,174

賞与引当金 75,546 130,916

ポイント引当金 158,099 159,300

その他 1,540,776 860,374

流動負債合計 7,086,146 7,068,109

固定負債

長期借入金 38,862 ―

役員退職慰労引当金 53,453 53,453

資産除去債務 349,310 350,922

その他 359,376 350,667

固定負債合計 801,001 755,043

負債合計 7,887,148 7,823,152
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年２月20日)

当第１四半期会計期間
(2021年５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 3,894,494 4,002,253

自己株式 △205,931 △205,931

株主資本合計 10,168,438 10,276,197

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 173,740 153,847

評価・換算差額等合計 173,740 153,847

純資産合計 10,342,178 10,430,044

負債純資産合計 18,229,326 18,253,197
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年５月20日)

売上高 8,127,881 7,717,013

売上原価 5,655,627 5,328,855

売上総利益 2,472,254 2,388,158

営業収入

不動産賃貸収入 152,922 157,178

営業総利益 2,625,176 2,545,336

販売費及び一般管理費 2,116,426 2,081,303

営業利益 508,750 464,032

営業外収益

受取利息 5,647 4,440

受取配当金 3,019 4,022

受取手数料 2,935 2,901

受取保険金 2,559 ―

補助金収入 11,515 ―

その他 3,376 4,928

営業外収益合計 29,053 16,292

営業外費用

支払利息 1,281 645

その他 7,272 308

営業外費用合計 8,554 953

経常利益 529,248 479,371

税引前四半期純利益 529,248 479,371

法人税、住民税及び事業税 156,462 133,616

法人税等調整額 8,136 22,557

法人税等合計 164,598 156,173

四半期純利益 364,649 323,197
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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１四半期累計期間（自 2020年２月21日 至 2020年５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１四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１四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１四半期累計期間（自 2021年２月21日 至 2021年５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

2021年５月13日
定時株主総会

普通株式 215,438 40.00 2021年２月20日 2021年５月14日 利益剰余金

　 ２．基準日が当第１四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１四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。
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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。

　


