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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年2月期第1四半期 18,637 △2.8 △69 ― 3 △94.0 14 ―
24年2月期第1四半期 19,165 2.3 9 △91.6 60 △65.0 △32 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 1百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △30百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 2.33 ―
24年2月期第1四半期 △5.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 28,087 8,654 30.8
24年2月期 25,757 8,749 34.0
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  8,654百万円 24年2月期  8,749百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年2月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 16.00 ― 16.00 32.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 38,000 0.4 290 3.6 310 △10.8 168 15.8 27.83
通期 76,500 1.7 660 25.5 700 21.7 380 59.7 62.96



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外でありますが、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を終了しております。 

※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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 6,036,546 株 24年2月期 6,036,546 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 568 株 24年2月期 568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 6,035,978 株 24年2月期1Q 6,036,173 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生から一年が経過するも経済環境への影響

は依然として厳しい状況にある中で、震災後の復興事業等により企業活動の回復がみられるなど、一部では緩やか

に持ち直しつつあります。しかしながら、欧州債務危機問題、国内における電力供給の制限、雇用情勢の悪化懸念

や円高基調の継続等の景気回復に対する懸念材料があり、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。

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見られたものの、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、当社と株式会社

マーク産業のシナジー効果を発揮するために、昨年立ち上げたプロジェクトチームで引続き業務改革を進めており

ます。 

一方、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、また、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、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１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、186億３千７百万円（前年同期比2.8％

減）となりました。また、低価格志向の影響よりペットフード及びペット用品類の販売単価の下落進行による影響

が大きく、営業損失は６千９百万円（前年同期は営業利益９百万円）となりました。 

経常利益は３百万円（前年同期比94.0％減）となり、また、四半期純利益は１千４百万円（前年同期は四半期

純損失３千２百万円）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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23億２千９百万円増加し、280億８千７百

万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が17億５千３百万円、商品が４億４千９百万円それぞれ増加

したことによるものであります。 

 当第１四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24億２千４百万円増加し、194億３千２百

万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が８億９千４百万円、短期借入金が13億円それぞれ増加した

ことによるものであります。 

 当第１四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９千４百万円減少し、86億５千４百万円

となりました。これは、主に利益剰余金が８千２百万円減少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25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24年４月10日付「平成24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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,343,010 3,454,731

受取手形及び売掛金 12,753,240 14,507,238

商品 2,961,110 3,410,891

貯蔵品 20,291 18,747

未収入金 1,780,474 1,709,959

その他 178,794 250,404

貸倒引当金 △5,851 △6,283

流動資産合計 21,031,070 23,345,689

固定資産   

有形固定資産 1,604,169 1,588,569

無形固定資産   

のれん 616,250 596,176

その他 238,903 228,164

無形固定資産合計 855,153 824,341

投資その他の資産 2,267,469 2,328,860

固定資産合計 4,726,792 4,741,770

資産合計 25,757,863 28,087,460

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,745,995 9,640,324

短期借入金 5,650,000 6,950,000

未払金 1,667,015 1,913,013

未払法人税等 55,277 15,584

賞与引当金 42,720 78,400

その他 244,613 243,863

流動負債合計 16,405,623 18,841,186

固定負債   

長期借入金 50,000 50,000

その他 552,584 541,512

固定負債合計 602,584 591,512

負債合計 17,008,207 19,432,699

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 4,822,785 4,740,249

自己株式 △538 △538

株主資本合計 8,741,630 8,659,095

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,673 △2,947

繰延ヘッジ損益 △433 △1,100

為替換算調整勘定 △1,215 △286

その他の包括利益累計額合計 8,024 △4,334

純資産合計 8,749,655 8,654,761

負債純資産合計 25,757,863 28,087,460
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 19,165,569 18,637,637

売上原価 16,814,507 16,382,512

売上総利益 2,351,062 2,255,124

販売費及び一般管理費 2,341,718 2,324,755

営業利益又は営業損失（△） 9,344 △69,630

営業外収益   

受取利息 719 2,028

受取配当金 1,353 2,428

持分法による投資利益 45,548 67,499

その他 17,966 15,316

営業外収益合計 65,588 87,273

営業外費用   

支払利息 10,685 11,042

その他 3,605 2,946

営業外費用合計 14,291 13,988

経常利益 60,641 3,653

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17,247 －

その他 2 －

特別利益合計 17,250 －

特別損失   

固定資産除却損 9,246 6,380

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 67,323 －

特別損失合計 106,624 6,380

税金等調整前四半期純損失（△） △28,732 △2,727

法人税、住民税及び事業税 19,617 13,570

法人税等調整額 △15,976 △30,338

法人税等合計 3,641 △16,767

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32,373 14,040

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,373 14,040
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△32,373 14,040

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,712 △13,105

持分法適用会社に対する持分相当額 △595 747

その他の包括利益合計 2,117 △12,358

四半期包括利益 △30,256 1,681

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,256 1,681
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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
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