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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第48期

第３四半期累計期間
第49期

第３四半期累計期間
第48期

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日

自  平成24年７月１日
至  平成25年３月31日

自  平成23年７月１日
至  平成24年６月30日

売上高 (千円) 18,126,708 19,376,157 25,021,252

経常利益 (千円) 757,104 632,793 1,189,306

四半期(当期)純利益 (千円) 419,133 372,046 659,475

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,057,500 1,057,500 1,057,500

発行済株式総数 (株) 5,136,600 5,136,600 5,136,600

純資産額 (千円) 7,389,281 7,733,716 7,618,287

総資産額 (千円) 16,643,136 19,012,283 16,417,159

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 81.64 73.84 128.48

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 30.00

自己資本比率 (％) 44.4 40.7 46.4

　

回次
第48期

第３四半期会計期間
第49期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 16.00 19.55

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益を記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。　

(１) 業績の状況

当第３四半期累計期間における小売業を取り巻く環境は、昨年末以降の円安・株高や新政権の経済

政策に対する期待感から高額品の消費支出に回復の兆しが見られるものの、将来の増税不安等を背景

に消費者の生活防衛意識は依然として根強く、業態の垣根を越えた企業間競争も激しさを増すなど厳

しい状況が続いてまいりました。

このような環境の中、当社は前事業年度に引き続きお客様の要望される商品の導入・拡充を行うた

めの売場改装を推進するとともに、売場スタッフのコンサルティング販売能力の向上を目的とした商

品取扱実技研修会を積極的に開催し、より多くのお客様に喜ばれ、お役に立てる売場づくり・体制を整

えてまいりました。

その結果、既存店の来店客数が前年同期比100.8％、客単価が前年同期比100.2％となり、売上高は前

年同期比101.0％の183億1千1百万円となりました。また、平成24年11月に当社の11号店目となる「宇宿

店」（鹿児島市）を新規オープンしましたが、同店舗も開店後順調な業績で推移してきたことから、全

店における来店客数が前年同期比106.9％、客単価が前年同期比100.0％となり、全店売上高は前年同期

比106.9％の193億7千6百万円となりました。

利益は売上高が増加したことに加え、売上総利益率が前年同期比0.1ポイント伸長の28.9％となった

ことから売上総利益は前年同期比107.4％の55億9千3百万円となりました。また、販売費及び一般管理

費は、宇宿店のオープン準備費用が約2億7千万円発生したことから前年同期比111.1％の54億2千6百万

円となり、その結果、営業利益は前年同期比51.2％の1億6千7百万円、経常利益は前年同期比83.6％の6

億3千2百万円、四半期純利益は前年同期比88.8％の3億7千2百万円となりました。
　

（注）当社は営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店、13ヵ月未満の店舗を新店と定義しており、当第３四半期累計

期間においては宇宿店を除く10店舗が既存店となります。
　

部門別の業績は次のとおりであります。なお、当社は単一セグメントであるため、商品区分別により記

載しております。

（単位：百万円）

部門別
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間

増減額
前年
同期比金額 構成比 金額 構成比

ＤＩＹ用品
ホビー・木製品、建材、手工具、電動工具、金物、
塗料、接着剤、園芸資材、薬剤肥料・用土、植物、
エクステリア用品、石材

9,06250.0 ％9,81750.7 ％ 754108.3 ％

家庭用品
家庭用品、日用品、インテリア用品、電気資材用
品、収納用品、住宅設備用品

6,31234.8 ％6,70934.6 ％ 397106.3 ％

カー・レジャー用品
カー用品、アウトドア用品、ペット、生体、文具

2,75115.2 ％2,84914.7 ％ 98 103.6 ％

合計 18,126100.0 ％19,376100.0 ％1,249106.9 ％

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(２) 財政状態の分析

（資産）　

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ25億9千5百万円増加の190億1千2

百万円となりました。これは主に現金及び預金が2億1千8百万円増加したこと、宇宿店のオープンに伴

いたな卸資産が5億6千9百万円増加したこと、宇宿店の店舗設備等の取得により有形固定資産が17億2

百万円増加したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ24億7千9百万円増加の112億7千8

百万円となりました。これは主に宇宿店の商品導入や店舗設備の取得資金等を借入金で賄ったことに

より、長短借入金が25億7百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ1億1千5百万円増加の77億3千3

百万円となりました。これは主に利益剰余金が2億1千8百万円増加したこと、従業員持株ＥＳＯＰ信託

の自社株式取得に伴い、自己株式が1億7百万円増加したことによるものであります。

　

(３) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(５) 従業員数

当第３四半期累計期間において、エリアスタッフ及びパート・アルバイトの平均臨時雇用者数が合

計で96名増加しております。この増加の主な理由は宇宿店（平成24年11月オープン）での新規雇用に

よるものであります。

　

(６) 主要な設備

前事業年度末に計画していた主要な設備計画のうち、当第３四半期累計期間に完了したものは次の

とおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

完了年月
建物及び
構築物

土地(面積㎡)
工具、器具
及び備品

合計

宇宿店 
(鹿児島県
  鹿児島市)

店舗設備 1,857,328
―

(21,107)
[21,107]

233,1412,090,469
14
(88)

平成24年11月

     (注) １.　上記の「土地」の［　］の数字は賃借中のものの面積で、内数であります。

          ２.　上記金額には消費税等は含まれておりません。

          ３.　従業員数の( )は、エリアスタッフ及びパート・アルバイトの年間平均雇用人員で、外数であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,328,000

計 10,328,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,136,600 5,136,600
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は100株であり
ます。

計 5,136,600 5,136,600― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年１月１日　～
平成25年３月31日

― 5,136,600 ― 1,057,500 ― 1,086,500

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式 140,900

1,379
権利内容に何ら限定の無い、当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式　
4,994,600

49,946 同上

単元未満株式 　普通株式　1,100 ― 1単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,136,600 ― ―

総株主の議決権 ― 51,325 ―

(注）1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、当社所有の自己株式3,000株、日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所有する137,900株を含めております。　

2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式69株を含めております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
　株式会社ハンズマン

宮崎県都城市吉尾町
2080番地

3,000 137,900140,900 2.74

計 ― 3,000 137,900140,900 2.74

(注)  他人名義所有株式数については、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」制度の信託財産として、日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口）が所有しております。

　

　

２ 【役員の状況】

(1) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

取　締　役 商品部長 大石　徹 平成25年２月８日

　

(2) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
(商品部長兼総務部長
兼人事部長)

常務取締役
(店舗運営部長兼総務部長

兼人事部長)
大薗　正忠 平成25年２月11日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成25年１月１日から

平成25年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年７月１日から平成25年３月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 789,463 1,007,887

売掛金 176,629 230,975

たな卸資産 5,413,167 5,983,106

その他 263,901 275,792

流動資産合計 6,643,161 7,497,762

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 5,088,946 6,378,443

土地 1,805,183 1,805,183

その他（純額） 934,962 1,347,773

有形固定資産合計 7,829,092 9,531,400

無形固定資産 214,160 257,148

投資その他の資産

敷金及び保証金 527,525 527,525

投資不動産（純額） 830,737 821,605

その他 383,859 388,053

貸倒引当金 △11,376 △11,211

投資その他の資産合計 1,730,745 1,725,972

固定資産合計 9,773,998 11,514,520

資産合計 16,417,159 19,012,283

負債の部

流動負債

買掛金 1,396,798 1,650,896

短期借入金 2,667,496 3,808,896

未払法人税等 285,180 －

その他 678,554 629,014

流動負債合計 5,028,029 6,088,806

固定負債

長期借入金 3,457,840 4,823,668

資産除去債務 220,289 272,966

その他 92,713 93,126

固定負債合計 3,770,843 5,189,760

負債合計 8,798,872 11,278,567

純資産の部

株主資本

資本金 1,057,500 1,057,500

資本剰余金 1,086,500 1,086,500

利益剰余金 5,481,375 5,699,414

自己株式 △11,840 △119,335

株主資本合計 7,613,534 7,724,079

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,752 9,637

評価・換算差額等合計 4,752 9,637

純資産合計 7,618,287 7,733,716

負債純資産合計 16,417,159 19,012,283
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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 平成23年７月１日
　至 平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
　至 平成25年３月31日)

売上高 18,126,708 19,376,157

売上原価 12,917,285 13,782,546

売上総利益 5,209,423 5,593,611

販売費及び一般管理費 4,882,036 5,426,112

営業利益 327,386 167,499

営業外収益

受取利息 145 172

受取配当金 836 904

早期決済奨励金 330,670 365,425

受取手数料 114,020 118,711

投資不動産賃貸料 76,430 78,646

その他 7,352 4,276

営業外収益合計 529,455 568,136

営業外費用

支払利息 70,081 66,830

投資不動産賃貸費用 28,581 31,799

その他 1,074 4,211

営業外費用合計 99,737 102,841

経常利益 757,104 632,793

特別損失

固定資産除却損 8,799 3,136

特別損失合計 8,799 3,136

税引前四半期純利益 748,305 629,656

法人税、住民税及び事業税 269,407 227,535

法人税等調整額 59,764 30,074

法人税等合計 329,171 257,610

四半期純利益 419,133 372,046
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年７月１日  至  平成25年３月31日)

（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）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年７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。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞ

れ20,849千円減少しております。

　

【追加情報】

　(従業員持株ＥＳＯＰ信託)

当社は、平成24年３月26日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的と

して、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」という。）の

導入を決議し、同年５月14日に信託契約を締結しております。

本プランでは「ハンズマン社員持株会」（以下「当社持株会」という。）へ当社株式を譲渡していく

目的で設立する「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」（以下「ＥＳＯＰ信託口」という。）が５年間にわたり

当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。

当社株式の取得及び処分については、当社がＥＳＯＰ信託口の債務を保証しており、当社とＥＳＯＰ信

託口は一体であるとする会計処理をしております。従って、ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を含む資

産及び負債並びに費用及び収益については四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に含めて計上してお

ります。

なお、当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は次のとおりであります。

自己株式数　140,969株

　　　うち、当社所有自己株式数　3,069株　

　　　うち、ＥＳＯＰ信託口所有当社株式数　137,900株

　

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期累計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年７月１日
至  平成25年３月31日)

減価償却費 442,631 千円  476,624千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31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23年９月28日
定時株主総会

普通株式 143,740 28.00平成23年６月30日 平成23年９月29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

日後となるもの

該当事項はありません。
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当第３四半期累計期間(自  平成24年７月１日  至  平成25年３月31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24年９月27日
定時株主総会

普通株式 154,007 30.00平成24年６月30日 平成24年９月28日 利益剰余金

(注)「配当金の総額」には、この配当の基準日である平成24年６月30日現在で従業員持株ＥＳＯＰ信託口

が所有する当社株式（自己株式）に対する配当金261千円を含んでおります。

　

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

日後となるもの

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　当社の報告セグメントは、ホームセンター事業のみであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年７月１日
至  平成25年３月31日)

　　１株当たり四半期純利益金額 81 円 64 銭 73 円 84 銭

    (算定上の基礎) 　 　

  　四半期純利益金額(千円) 419,133 372,046

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 419,133 372,046

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,133,576 5,038,349

　（注）1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　2. １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎となる自己株式数には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社

株式を含めております。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年５月10日

株式会社ハンズマン

取締役会  御中

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    西    元    浩    文    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    増　　村　　正　　之    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ハンズマンの平成24年７月１日から平成25年６月30日までの第49期事業年度の第３四半期会計期間(平
成25年１月１日から平成25年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年７月１日から平成25年３月31
日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハンズマンの平成25年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
べての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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