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1.  平成25年6月期第2四半期の業績（平成24年7月1日～平成24年12月31日）

(2) 財政状態

(1) 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6月期第2四半期 13,205 4.8 123 △58.0 456 △24.0 274 △18.7

24年6月期第2四半期 12,600 4.9 294 101.0 600 35.8 336 53.5

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

25年6月期第2四半期 54.27 ―

24年6月期第2四半期 65.64 ―

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

25年6月期第2四半期 19,541 7,670 39.3 1,524.65

24年6月期 16,417 7,618 46.4 1,486.53

（参考） 自己資本 25年6月期第2四半期 7,670百万円 24年6月期 7,618百万円

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6月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

25年6月期 ― 0.00

25年6月期（予想） ― 30.00 30.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 27,440 9.7 492 △18.8 1,122 △5.6 672 1.9 131.13



(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

(3) 発行済株式数（普通株式）

※自己株式については第２四半期会計期間末に従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式102,600株を含めて記載しております。

※  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6月期2Q 5,136,600 株 24年6月期 5,136,600 株

② 期末自己株式数 25年6月期2Q 105,669 株 24年6月期 11,724 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 5,049,999 株 24年6月期2Q 5,133,576 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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当第２四半期累計期間における小売業を取り巻く環境は、長引くデフレや将来の増税不安等を背景

に消費者の節約志向は依然として根強く、業態の垣根を超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し、お客様のお役に立てるお店として、より充実した品揃えを実現してまいりま

した。 

その結果、既存店の来店客数が前年同期比99.9％、客単価が前年同期比100.4％となり、売上高は

前年同期比100.3％の126億3千7百万円となりました。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104.7％、客単価が前年同期比100.1％となり、全店売上高

は前年同期比104.8％の132億5百万円となりました。 

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0.4ポイント伸長の29.1％となっ

たことから売上総利益は前年同期比106.3％の38億4千9百万円となりました。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112.0％の37億2千

5百万円となり、その結果、営業利益は前年同期比42.0％の1億2千3百万円、経常利益は前年同期比

76.0％の4億5千6百万円、四半期純利益は前年同期比81.3％の2億7千4百万円となりました。 

  

（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２四半期累計期

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通りであります。 

（単位：百万円）

 
 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

部  門  別

前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間

増減額
前 年 
同期比

（自 平成23年７月１日 
至 平成23年12月31日)

（自 平成24年７月１日 
至 平成24年12月31日)

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

6,279 49.8 % 6,652 50.4 % 372 105.9 %

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

4,412 35.0 % 4,608 34.9 % 195 104.4 %

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

1,907 15.2 % 1,944 14.7 %36 101.9 %

合     計 12,600 100.0 % 13,205 100.0 % 604 104.8 %
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① 資産、負債及び純資産の状況  

(資産) 

当第２四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31億2千4百万円増加の195億4千

1百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億6千1百万円増加したこと、既存店での商品拡充

や宇宿店のオープンに伴いたな卸資産が9億8千万円増加したこと、宇宿店の店舗設備等の取得により

有形固定資産が18億7千1百万円増加したことによるものであります。 

(負債) 

当第２四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30億7千1百万円増加の118億7千

万円となりました。これは主に買掛金が5億3千8百万円増加したこと、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26億6千7百万円増加したことによるもので

あります。 

(純資産) 

当第２四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5千2百万円増加の76億7千万

円となりました。これは主に利益剰余金が1億2千万円増加したこと、従業員持株ＥＳＯＰ信託の自社

株式取得等に伴い、自己株式が6千9百万円増加したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末

に比べ1億6千1百万円増加の9億4千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りで

あります。  

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、2億5千2百万円（前年同期は6億2千2百万円の取得）となりまし

た。これは主に税引前四半期純利益が4億5千3百万円、減価償却費が2億9千2百万円、仕入債務の増加

額が5億3千8百万円となったのに対し、たな卸資産の増加額が9億8千万円、未払消費税等の減少額が9

千1百万円、法人税等の支払額が2億7千2百万円となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、20億2千9百万円（前年同期は2億6千7百万円の使用）となりまし

た。これは主に宇宿店の出店に伴う設備投資等により、有形固定資産の取得による支出が20億6百万

円となったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、24億4千4百万円（前年同期は1億3千2百万円の取得）となりまし

た。これは主に短期借入金の純増額が30億5千万円、長期借入金の返済額が4億8千2百万円、配当金の

支払額が1億5千3百万円となったことによるものであります。 

  

業績は概ね計画通り推移しており、現時点において平成24年11月5日に公表した平成25年6月期業績予

想に修正はありません。 

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(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ＥＳＯ

Ｐ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、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。 

なお、当第２四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 105,669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 102,600株  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（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２四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 789,463 951,339

売掛金 176,629 208,385

たな卸資産 5,413,167 6,393,624

その他 263,901 295,635

流動資産合計 6,643,161 7,848,985

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 5,088,946 6,481,598

土地 1,805,183 1,805,183

その他（純額） 934,962 1,414,116

有形固定資産合計 7,829,092 9,700,898

無形固定資産 214,160 262,946

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） 830,737 824,640

その他 383,859 387,520

貸倒引当金 △11,376 △11,211

投資その他の資産合計 1,730,745 1,728,475

固定資産合計 9,773,998 11,692,320

資産合計 16,417,159 19,541,306

負債の部

流動負債

買掛金 1,396,798 1,935,706

短期借入金 2,667,496 5,750,296

未払法人税等 285,180 131,658

その他 678,554 646,787

流動負債合計 5,028,029 8,464,449

固定負債

長期借入金 3,457,840 3,042,992

資産除去債務 220,289 271,580

その他 92,713 91,847

固定負債合計 3,770,843 3,406,419

負債合計 8,798,872 11,870,868

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 5,601,440

自己株式 △11,840 △81,658

株主資本合計 7,613,534 7,663,782

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,752 6,654

評価・換算差額等合計 4,752 6,654

純資産合計 7,618,287 7,670,437

負債純資産合計 16,417,159 19,541,306
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
 至 平成24年12月31日)

売上高 12,600,721 13,205,692

売上原価 8,978,593 9,356,274

売上総利益 3,622,127 3,849,418

販売費及び一般管理費 3,327,497 3,725,721

営業利益 294,630 123,696

営業外収益

受取利息 77 95

受取配当金 520 588

早期決済奨励金 236,189 263,966

受取手数料 78,414 79,927

投資不動産賃貸料 50,965 52,089

その他 6,425 3,003

営業外収益合計 372,592 399,669

営業外費用

支払利息 47,274 43,741

投資不動産賃貸費用 19,304 21,782

その他 578 1,632

営業外費用合計 67,157 67,156

経常利益 600,065 456,210

特別損失

固定資産除却損 5,083 3,136

特別損失合計 5,083 3,136

税引前四半期純利益 594,982 453,073

法人税、住民税及び事業税 175,234 119,539

法人税等調整額 82,756 59,460

法人税等合計 257,990 179,000

四半期純利益 336,991 274,072
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
 至 平成23年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
 至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 594,982 453,073

減価償却費 291,831 292,659

受取利息及び受取配当金 △597 △683

支払利息 47,274 43,741

早期決済奨励金 △236,189 △263,966

投資不動産賃貸料 △50,965 △52,089

投資不動産賃貸費用 19,304 21,782

固定資産除却損 5,083 3,136

売上債権の増減額（△は増加） 12,620 △31,292

たな卸資産の増減額（△は増加） △314,855 △980,457

仕入債務の増減額（△は減少） 446,629 538,908

未収消費税等の増減額（△は増加） － △67,638

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,216 △91,682

その他 △43,486 △51,987

小計 737,415 △186,494

利息及び配当金の受取額 597 683

利息の支払額 △47,661 △44,285

早期決済奨励金の受取額 224,194 250,016

法人税等の支払額 △291,842 △272,670

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,703 △252,749

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 △273,861 △2,006,513

投資不動産の賃貸による収入 50,830 52,089

投資不動産の賃貸による支出 △13,223 △14,603

敷金及び保証金の差入による支出 △1,425 －

貸付金の回収による収入 1,660 4,980

その他 △31,310 △65,732

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,329 △2,029,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 700,000 3,050,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △423,400 △482,048

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △429 △435

自己株式の取得による支出 － △89,548

自己株式の売却による収入 － 20,343

配当金の支払額 △143,882 △153,806

財務活動によるキャッシュ・フロー 132,287 2,444,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 487,661 161,975

現金及び現金同等物の期首残高 493,626 783,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 981,288 945,339
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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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