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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（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 37,844   1.5 280   △7.6 347   10.6 145  △0.3
23年 2月期第2四半期 37,290  11.3 303 △47.7 314 △52.4 145 △64.5

 

 
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 24.04 ― 
23年 2月期第2四半期 24.12 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 26,566 8,753 32.9 1,450.19
23年 2月期 24,967 8,695 34.8 1,440.62

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期         8,753百万円 23年2月期           8,695百万円 

 
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   
23年 2月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00   
24年 2月期 ― 16.00   

24年 2月期(予想)   ― 16.00 32.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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 76,000 2.4 860 4.1 900 5.1 520 47.9 86.15

(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「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（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。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 6,036,546株 23年２月期 6,036,546株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 454株 23年２月期 326株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年２月期２Ｑ 6,036,142株 23年２月期２Ｑ 6,036,232株

 
 
※ 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きの対象外であり、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 
上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

経済状況・市況環境等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び電力供給不足に伴う生産活動の停滞と原

発事故からの風評被害による輸出の減少、雇用と所得環境の悪化など、国内景気減退が懸念されていましたが、積

極的な復興支援への取り組みや電力供給不足に伴う節電対策対応など一部で消費活動が活発となりました。しか

し、景気全体を底上げするまでには至らず先行き不透明な状況にありました。 

ペット業界におきましては、個人消費に持ち直しの動きがみられたものの、依然として厳しい経営環境が続い

ております。 

このような状況の下、当社グループの中核であるペットフード・ペット用品の卸売事業では、エコートレーデ

ィング株式会社と100％出資子会社の株式会社マーク産業のシナジー効果を発揮するためのプロジェクトチームを

作り業務改革を進めてまいりました。 

一方、当社グループであるペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が171店舗になり、商品開

発事業では卸売事業と連動した新商品の開発を推進いたしました。 

また、株式会社ケイ・スタッフでは営業企画提案を引続き実施しており、卸売事業の販売促進を支援すること

による売上拡大を図ってまいりました。 

また、株式会社マーク産業の100％出資子会社であるココロ株式会社においては、インターネット通販事業の拡

大を推進いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は378億４千４百万円（前年同期比1.5％増）

となりましたが、営業利益はココロ株式会社の連結子会社化と東日本大震災の被災地区への対応による販売費及び

一般管理費の増加等の影響を受け、２億８千万円（前年同期比7.6％減）となりました。 

経常利益は持分法による投資利益５千９百万円を計上したことにより３億４千７百万円（前年同期比10.6％

増）、また、四半期純利益は特別損失に投資有価証券評価損、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額等を計上し

たことにより１億４千５百万円（前年同期比0.3％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資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億９千９百万円増加し、265億６千６百

万円となりました。これは、主に信託受益権が４億９千４百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が18億９千

７百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億４千１百万円増加し、178億１千３百

万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が12億７千９百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５千７百万円増加し、87億５千３百万円

となりました。これは、主に利益剰余金が４千８百万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24年２月期通期の連結業績予想につきましては、現時点では平成23年４月７日付「平成23年２月期 決算

短信」において公表しました業績予想値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 

 該当事項はありません。 

  

  

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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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

 ①会計基準に関する事項の変更  

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、営業利益及び経常利益はそれぞれ523千円減少し、税金等調整前四半期純利益は30,577千円

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34,399千円であります。

  

 （「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月

10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

 ②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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。  
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31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28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,050,010 3,093,847

受取手形及び売掛金 13,697,336 11,799,699

商品 2,953,634 2,936,150

貯蔵品 19,538 19,923

未収入金 1,882,037 1,780,791

その他 207,388 671,461

貸倒引当金 △6,042 △31,410

流動資産合計 21,803,903 20,270,462

固定資産   

有形固定資産 1,613,312 1,615,855

無形固定資産   

のれん 656,398 696,545

その他 252,582 159,661

無形固定資産合計 908,980 856,206

投資その他の資産 2,240,482 2,225,107

固定資産合計 4,762,774 4,697,169

資産合計 26,566,678 24,967,632

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,569,035 8,289,339

短期借入金 5,500,000 5,420,000

未払金 1,833,647 1,619,608

未払法人税等 96,870 139,649

賞与引当金 46,080 74,800

役員賞与引当金 － 7,650

その他 237,487 258,109

流動負債合計 17,283,121 15,809,157

固定負債   

その他 530,094 462,593

固定負債合計 530,094 462,593

負債合計 17,813,215 16,271,751
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31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28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,988,097 1,988,097

資本剰余金 1,931,285 1,931,285

利益剰余金 4,826,584 4,778,054

自己株式 △456 △360

株主資本合計 8,745,512 8,697,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,533 △845

繰延ヘッジ損益 － △350

為替換算調整勘定 △583 －

評価・換算差額等合計 7,950 △1,196

純資産合計 8,753,462 8,695,881

負債純資産合計 26,566,678 24,967,632
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 37,290,673 37,844,801

売上原価 32,641,388 32,924,874

売上総利益 4,649,284 4,919,927

販売費及び一般管理費 4,346,085 4,639,876

営業利益 303,199 280,050

営業外収益   

受取利息 1,522 1,434

受取配当金 3,208 4,109

持分法による投資利益 79,787 59,659

その他 41,187 34,547

営業外収益合計 125,706 99,751

営業外費用   

支払利息 21,069 22,473

貸倒引当金繰入額 81,750 －

その他 12,082 9,960

営業外費用合計 114,901 32,433

経常利益 314,004 347,369

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 25,654

その他 － 2,656

特別利益合計 － 28,311

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,054

投資有価証券評価損 40,801 70,605

その他 416 9,960

特別損失合計 41,218 110,619

税金等調整前四半期純利益 272,786 265,060

法人税、住民税及び事業税 195,963 91,955

法人税等調整額 △68,789 27,995

法人税等合計 127,173 119,950

少数株主損益調整前四半期純利益 － 145,110

四半期純利益 145,612 145,110
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 272,786 265,060

減価償却費 61,271 67,696

のれん償却額 7,000 40,147

貸倒引当金の増減額（△は減少） 229,771 △31,555

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,050 △28,719

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,640 △7,650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,156 －

受取利息及び受取配当金 △4,731 △5,544

支払利息 21,069 22,473

持分法による投資損益（△は益） △79,787 △59,659

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 30,054

投資有価証券評価損益（△は益） 40,801 70,605

売上債権の増減額（△は増加） △172,987 △1,897,636

信託受益権の増減額（△は増加） 572,585 494,332

たな卸資産の増減額（△は増加） 160,011 △17,099

未収入金の増減額（△は増加） △11,294 △173,351

仕入債務の増減額（△は減少） △1,963,038 1,294,680

未払金の増減額（△は減少） △52,753 213,984

その他 △46,181 △15,462

小計 △976,011 262,356

利息及び配当金の受取額 17,765 18,592

利息の支払額 △19,020 △20,839

法人税等の支払額 △232,094 △135,085

法人税等の還付額 － 28,626

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,209,360 153,650

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 △20,624 △13,716

無形固定資産の取得による支出 △19,731 △110,205

投資有価証券の取得による支出 △4,993 △8,461

関係会社出資金の払込による支出 － △41,165

長期貸付けによる支出 △163,500 －

長期貸付金の回収による収入 1,224 1,224

保険積立金の積立による支出 △3,173 △3,173

長期前払費用の取得による支出 △535 △500

事業譲受による支出 △2,919 －

その他 △660 △704

投資活動によるキャッシュ・フロー △214,914 △176,703

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,520,000 17,630,000

短期借入金の返済による支出 △8,650,000 △17,550,000

配当金の支払額 △96,480 △96,521

その他 △1,759 △4,262

財務活動によるキャッシュ・フロー 771,759 △20,784
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △652,516 △43,836

現金及び現金同等物の期首残高 3,591,693 3,093,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,939,177 3,050,010
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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