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1. 2023年6月期第1四半期の業績（2022年7月1日～2022年9月30日）

(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 ％

2023年6月期第1四半期 7,432 △2.9 308 △35.3 366 △31.1 249 △31.5

2022年6月期第1四半期 7,651 △16.7 477 △44.4 531 △44.4 364 △44.7

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

2023年6月期第1四半期 17.76 ―

2022年6月期第1四半期 25.60 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年6月期第1四半期 20,343 16,366 80.5

2022年6月期 20,737 16,493 79.5

（参考）自己資本 2023年6月期第1四半期 16,366百万円 2022年6月期 16,493百万円

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

2022年6月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00

2023年6月期 ―

2023年6月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 6月期の業績予想（2022年 7月 1日～2023年 6月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 15,753 1.2 876 △18.2 988 △16.4 668 △17.8 47.41

通期 31,600 2.4 1,480 △26.4 1,700 △23.6 1,158 △24.0 82.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(3) 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） 2023年6月期1Q 14,509,800 株 2022年6月期 14,509,800 株

② 期末自己株式数 2023年6月期1Q 423,100 株 2022年6月期 464,600 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年6月期1Q 14,065,900 株 2022年6月期1Q 14,242,075 株

（注）ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を「１株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する株式に含めております（前第１
四半期累計期間254,925株、第１四半期累計期間143,700株）。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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
の業績等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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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、行動制限の緩和な

どにより経済活動の正常化へ向けた動きが見られたものの、資源価格や原材料価格の高騰、円安の進行による物

価上昇が続いており、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

このような環境の中、当社はお客様と従業員の安全を最優先に考えた店舗運営に取り組みながら、これまで同

様「お客様の声」をもとにした品揃えの拡充と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するなど、より多くのお客様に喜ばれ、お役に

立てる施策を継続的に実践しております。また、2023年秋にオープン予定の松原店（大阪府）につきましても、

売場作りや人材確保等、開店へ向けた準備を計画通り順調に進めております。

当第１四半期累計期間は、度重なる台風の発生により一部店舗で臨時休業するなど、天候不順の影響を大きく

受けたことなどから、全店ベースの来店客数は前年同期比94.1％、客単価は同103.3％となり、売上高は同97.1％

の74億32百万円となりました。

利益につきましては、売上総利益率が前年同期比0.2ポイント伸長の32.3％となりましたが、人件費や電気代の

増加等により販売費及び一般管理費は前年同期比105.9％と増加し、営業利益は同64.7％の3億8百万円、経常利益

は同68.9％の3億66百万円、四半期純利益は同68.5％の2億49百万円となりました。

（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１四半期累

計期間においては全11店舗が既存店となることから、来店客数・客単価・売上高の各数値は全店（既存店）

の数値となります。

　

部門別の業績は次のとおりであります。

（単位：百万円）

部 門 別

前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日) 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

4,381 57.3％ 4,250 57.2％ △130 97.0％

＜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、季節

用品

2,251 29.4％ 2,185 29.4％ △66 97.1％

＜カー・レジャー用品＞
カー用品、アウトドア用品、ペット用品、

文具

1,018 13.3％ 996 13.4％ △21 97.9％

合計 7,651 100.0％ 7,432 100.0％ △218 97.1％
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四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3億94百万円減少の203億43百万円となりま

した。これは主に商品が3億38百万円、有形固定資産が18億22百万円増加した一方、現金及び預金が25億75百万円

減少したことによるものであります。

（負債）

当第１四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2億68百万円減少の39億76百万円となりまし

た。これは主に未払法人税等が1億85百万円、長期借入金が80百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第１四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1億26百万円減少の163億66百万円となり

ました。これは主に四半期純利益を2億49百万円計上した一方、剰余金の配当が4億26百万円あったことによるも

のであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年６月期の業績予想につきましては、2022年８月10日に公表しました予想を変更しておりません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2022年６月30日)

当第１四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,358 783

売掛金 444 470

商品 6,006 6,345

貯蔵品 37 36

その他 202 198

流動資産合計 10,051 7,834

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,816 4,747

土地 2,117 2,117

建設仮勘定 640 2,400

その他（純額） 870 1,001

有形固定資産合計 8,445 10,267

無形固定資産 325 361

投資その他の資産

投資不動産（純額） 781 779

その他 1,135 1,100

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,916 1,879

固定資産合計 10,686 12,508

資産合計 20,737 20,343

負債の部

流動負債

買掛金 1,871 1,894

短期借入金 160 160

未払法人税等 288 102

その他 1,261 1,240

流動負債合計 3,581 3,397

固定負債

長期借入金 80 ―

資産除去債務 405 407

その他 177 171

固定負債合計 663 579

負債合計 4,244 3,976

純資産の部

株主資本

資本金 1,057 1,057

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 14,998 14,816

自己株式 △636 △582

株主資本合計 16,505 16,378

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12 △11

評価・換算差額等合計 △12 △11

純資産合計 16,493 16,366

負債純資産合計 20,737 20,343
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 7,651 7,432

売上原価 5,198 5,031

売上総利益 2,453 2,401

販売費及び一般管理費 1,976 2,092

営業利益 477 308

営業外収益

受取手数料 36 37

投資不動産賃貸料 28 29

その他 3 3

営業外収益合計 68 70

営業外費用

投資不動産賃貸費用 12 12

その他 2 0

営業外費用合計 14 12

経常利益 531 366

税引前四半期純利益 531 366

法人税、住民税及び事業税 97 84

法人税等調整額 68 32

法人税等合計 166 116

四半期純利益 364 249
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　


