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２．配当の状況 
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（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 ％ 

24年２月期第２四半期  159,296  4.3  25,875  △6.6  26,425  0.2  14,412  △7.3

23年２月期第２四半期  152,670  10.0  27,709  17.1  26,384  9.2  15,542  39.0

  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 

24年２月期第２四半期  262.88  262.58

23年２月期第２四半期  274.77  274.43

  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 

24年２月期第２四半期  259,550  156,723  60.2  2,852.26

23年２月期  246,187  146,038  59.2  2,658.68

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 156,379百万円 23年２月期 145,766百万円

  
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 

23年２月期 － 25.00 － 40.00  65.00

24年２月期 － 40.00

24年２月期（予想） － 40.00  80.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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  329,200  4.7  54,700  3.9  56,000  4.5  31,300  1.5  570.89

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

新規       －社  （社名）                        、除外       －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
  

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の

原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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、金融商品

取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであるため、実際の業績は、今後様々な要因

によって予想値と異なる可能性があります。  

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 有 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年２月期２Ｑ 57,221,748株 23年２月期 57,221,748株

②  期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 2,395,313株 23年２月期 2,425,923株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 54,826,470株 23年２月期２Ｑ 56,566,592株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響で寸断されていたサ

プライチェーンの回復に伴い、徐々に景気の持ち直しが期待されるものの、米国・欧州における財政不安による円

高や株安が進行し、先行きの不透明な状況が続いております。 

 当家具・インテリア業界におきましても、震災以後の生活再建に向けた回復の傾向にあるものの、低価格志向の

浸透により販売競争が激化する等、経営環境はなお予断を許さない状況となっております。 

 このような情勢のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、商品面での優位性確保に向け

た海外からの開発輸入商品の拡大に引き続き注力するとともに、企画開発商品の品質向上へ向けて海外生産工場へ

の生産管理の指導・教育を継続的に実施いたしました。 

 品ぞろえに関しましては、トータルコーディネート商品の開発に重点的に取り組み、新規シリーズのテレビＣＭ

や新聞への全面広告の掲載を行いました。また、当社ホームページ上でコーディネートカタログを展開し、お客様

へコーディネートされた住まいを提案いたしました。 

 店舗面では、東海地区に２店舗、九州地区に１店舗を新設いたしました。また、北海道、東海地区でそれぞれ１

店舗を閉鎖しております。これらにより国内店舗数は、平成23年８月20日現在で246店舗となり、海外（台湾）現

地法人である宜得利家居股份有限公司（出資比率100％）の８店舗をあわせると、国内外の合計店舗数は254店舗と

なりました。今後も新規出店と各物流センターを基点とした物流体制の効率化を更に加速させてまいります。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は742億93百万円（前年同期比11.0%増）、営業利益は127億

29百万円（前年同期比20.3%増）、経常利益は128億92百万円（前年同期比28.9%増）、四半期純利益は65億74百万

円（前年同期比13.4%増）となりました。 

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,592億96百万円（前年同期比4.3%増）、営業利益258億75百万円

（前年同期比6.6%減）、経常利益は264億25百万円（前年同期比0.2%増）、四半期純利益は144億12百万円（前年同

期比7.3%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ133億62百万円増加し、2,595億50百万円とな

りました。これは主として、有形固定資産が85億46百万円、現金及び預金が76億58百万円増加する一方で、商品及

び製品が34億77百万円減少したことによるものであります。  

 負債は1,028億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億77百万円増加いたしました。これは主として、未

払金が14億80百万円、資産除去債務が14億57百万円、ポイント引当金が13億32百万円増加する一方で、未払法人税

等が13億７百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は1,567億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ106億85百万円増加いたしました。これは主として、

利益剰余金が122億21百万円増加したこと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23年６月24日付の平成24年２月期第１四半期決算短信で発表いたしました通期の業績予想に変更はありませ

ん。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は71百万円、税金等調整前四半期純利益は

738百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,403百万円であ

ります。  

  

（受取賃貸料及び賃貸収入原価の計上区分の変更） 

当社の受取賃貸料及び賃貸収入原価については、従来、営業外収益及び営業外費用に計上しておりました

が、前第３四半期連結会計期間より売上高及び売上原価に計上する方法に変更しております。 

 この変更は、持株会社体制への移行に伴い、当該収益及び費用が当社の主たる営業活動の成果となったことに

より行ったものであります。 

 前第２四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表において、当該変更によった場合、前第２四半期連結累

計期間に係る売上総利益及び営業利益はそれぞれ401百万円増加しますが、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。  

   

（表示方法の変更） 

１．前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「自動販売機収

入」は重要性が増加したため、第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四

半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「自動販売機収入」は104百万円であります。  

２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示してお

ります。  

  

（追加情報） 

当社及び一部の連結子会社は、平成23年４月１日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度の全部につ

いて確定給付企業年金制度へ、退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

なお、確定給付企業年金制度への移行に伴い退職給付債務が352百万円減少し、過去勤務債務（△352百万円）

はその発生時における平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

また、確定拠出年金制度への移行に伴い、特別利益として104百万円計上しております。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,930 16,271

受取手形及び売掛金 8,126 8,667

商品及び製品 19,895 23,372

仕掛品 93 51

原材料及び貯蔵品 926 920

繰延税金資産 4,879 4,103

その他 8,091 7,390

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 65,935 60,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 107,210 102,405

減価償却累計額 △38,650 △35,260

建物及び構築物（純額） 68,559 67,145

機械装置及び運搬具 4,533 4,356

減価償却累計額 △2,150 △1,842

機械装置及び運搬具（純額） 2,383 2,513

工具、器具及び備品 7,270 6,436

減価償却累計額 △4,039 △3,394

工具、器具及び備品（純額） 3,230 3,042

土地 63,801 57,068

リース資産 2,627 2,625

減価償却累計額 △287 △192

リース資産（純額） 2,340 2,432

建設仮勘定 2,091 1,657

有形固定資産合計 142,406 133,859

無形固定資産   

借地権 4,714 4,723

その他 2,000 2,032

無形固定資産合計 6,715 6,756

投資その他の資産   

投資有価証券 737 799

差入保証金 19,285 20,337

敷金 14,350 14,089

繰延税金資産 3,864 3,795

その他 6,282 5,804

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 44,493 44,800

固定資産合計 193,614 185,416

資産合計 259,550 246,187
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,026 13,335

短期借入金 34,898 35,978

リース債務 173 197

未払法人税等 10,078 11,386

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 1,872 1,771

ポイント引当金 3,220 1,887

未払金 12,212 10,731

その他 11,638 10,603

流動負債合計 88,121 85,891

固定負債   

長期借入金 5,031 5,422

リース債務 2,212 2,286

繰延税金負債 1 1

退職給付引当金 1,674 2,643

役員退職慰労引当金 238 238

資産除去債務 1,457 －

その他 4,089 3,666

固定負債合計 14,705 14,257

負債合計 102,826 100,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,370 13,370

資本剰余金 13,506 13,506

利益剰余金 150,898 138,677

自己株式 △16,662 △16,662

株主資本合計 161,112 148,892

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76 114

繰延ヘッジ損益 △2,039 △718

為替換算調整勘定 △2,770 △2,521

評価・換算差額等合計 △4,733 △3,125

新株予約権 344 272

純資産合計 156,723 146,038

負債純資産合計 259,550 246,187
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 152,670 159,296

売上原価 68,866 72,281

売上総利益 83,803 87,014

販売費及び一般管理費 56,094 61,138

営業利益 27,709 25,875

営業外収益   

受取利息 191 209

受取配当金 12 13

自動販売機収入 － 109

受取賃貸料 937 24

為替差益 － 179

その他 239 164

営業外収益合計 1,381 700

営業外費用   

支払利息 179 143

賃貸収入原価 524 0

デリバティブ評価損 1,774 －

為替差損 155 －

その他 72 7

営業外費用合計 2,706 151

経常利益 26,384 26,425

特別利益   

固定資産売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 60 －

退職給付制度終了益 － 104

その他 1 39

特別利益合計 61 146

特別損失   

固定資産除売却損 35 8

退店違約金等 225 71

投資有価証券評価損 2 －

災害による損失 － 1,388

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 700

その他 8 91

特別損失合計 272 2,260

税金等調整前四半期純利益 26,173 24,311

法人税等 10,635 9,899

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,412

少数株主損失（△） △4 －

四半期純利益 15,542 14,412
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（販売実績）    

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ２．記載金額には消費税等は含まれておりません。 

    ３．第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。このため前年同期比較は行っておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自 平成23年５月21日 

  至 平成23年８月20日） 

  
 前年同四半期比 

  

  百万円 ％ 

家具・インテリア用品の販売  73,168  －

その他  1,124  －

合計  74,293  －
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