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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用有無 ：　有

法人税等の税金費用の計上については、法定実効税率をベースとした計算により計上しております。

また、その他影響額が僅少なものについても一部簡便な方法を採用しております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無

なお、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：　無

２．平成19年２月期第１四半期の財務・業績（平成18年３月１日～平成18年５月31日）

（１）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期第１四半期 11,675 (△1.4) 0 (△99.0) △42 (－)

18年２月期第１四半期 11,840 (0.1) 71 (－) 30 (－)

（参考）18年２月期 47,630 269 106

四半期（当期）純利益
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

潜在株式調整後１株当たり
四 半 期 (当 期 )純 利 益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月期第１四半期 △446 (－) △67 16 － －

18年２月期第１四半期 29 (－) 4 38 － －

（参考）18年２月期 57 8 63 － －

（注）１．売上高、営業利益のパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期（平成18年３月１日～平成18年５月31日）におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、設備投資が堅

調に推移するなど、景気は緩やかな回復基調が続きましたが、小売業界におきましては依然として個人消費に明るさが見

られず、競合店との価格競争激化が恒常化しております。また天候不順などにも大きな影響を受け、大変に厳しい状況が

続きました。

　こうしたなか、当社グループでは遠軽店をはじめ３店舗の一部改装を実施したほか、競合店対策として販促の強化継続

により売上確保を図る一方、「健康」「安全・安心」をコンセプトとした「ナチュラルラッキー商品」の拡売を実施いたし

ましたが、新たな競合店の出店、また一部改装に伴う費用負担の増などもあり、売上高・経常利益とも厳しい状況のまま

推移いたしました。

　この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高11,675百万円（前年同期比1.4％減）、経常損失42百万円（前年同期は経

常利益30百万円）、減損会計適用により特別損失422百万円を計上した結果、純損失446百万円（前年同期は純利益29百万

円）となりました。
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（２）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）

総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月期第１四半期 21,736 3,805 17.5 572 64

18年２月期第１四半期 22,129 4,170 18.8 627 49

（参考）18年２月期 21,577 4,279 19.8 643 93

（３）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期第１四半期 555 △277 △27 3,273

18年２月期第１四半期 550 △133 145 3,693

（参考）18年２月期 117 △412 186 3,022

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

　当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較し158百万円増加し21,736百万円となりました。この増加の要因

は主に現金及び預金の増加250百万円、たな卸資産の増加128百万円などによるものであります。

　また、資本の減少要因は主に当期より強制適用された減損会計により減損損失の計上により利益剰余金が479百万円減

少したことによるものであります。

〔キャッシュ・フローの状況〕

　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較し250百万円増加し、

3,273百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は555百万円となりました。これは主に仕入債務の増加390百万円など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277百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出323百万円などによ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は27百万円となりました。これは短期借入金の減少が78百万円、長期借入金の返済が215

百万円、配当金の支払が33百万円あったのに対し、新規の長期借入金が300百万円あったことによるものであります。
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３．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 24,088 166 △251

通  期 46,591 413 △63

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△9円48銭

　　　　業績予想につきましては前回公表（平成18年４月14日 決算短信）から変更はありません。

※上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる可能性があります。

○　添付資料

　　　第１四半期連結貸借対照表、第１四半期連結損益計算書、第１四半期キャッシュ・フロー計算書
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１．第１四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第１四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第１四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目 金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

（資産の部） ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 3,933,144 4,323,722 △390,607 △9.0 3,682,175

　２．受取手形及び売掛金 216,002 198,070 17,931 9.1 190,363

　３．たな卸資産 1,912,700 1,910,122 2,578 0.1 1,783,718

　４．繰延税金資産 91,635 105,238 △13,603 △12.9 91,625

　５．未払法人税等 23,559 － 23,559 － 34,632

　６．その他 326,022 327,451 △1,429 △0.4 479,715

　　　貸倒引当金 △35 △241 206 － △62

　　流動資産合計 6,503,000 6,864,364 △361,364 △5.3 6,262,169

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　　(1）建物及び構築物 4,010,741 3,837,426 173,315 4.5 4,229,883

　　(2）車輛運搬具 1,276 1,863 △586 △31.5 1,349

　　(3）土地 6,959,037 6,787,071 171,965 2.5 6,754,783

　　(4）建設仮勘定 － 187,038 △187,038 － －

　　(5）その他 71,455 115,434 △43,978 △38.1 97,669

　　　有形固定資産合計 11,042,511 10,928,834 113,677 1.0 11,083,685

　２．無形固定資産

　　(1）ソフトウェア 7,715 6,820 894 13.1 8,388

　　(2）電話加入権 18,569 18,569 － － 18,569

　　　無形固定資産合計 26,285 25,390 894 3.5 26,958

　３．投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 515,643 359,674 155,968 43.4 505,337

　　(2）繰延税金資産 321,467 375,525 △54,058 △14.4 321,494

　　(3）差入保証金 3,096,871 3,351,216 △254,345 △7.6 3,123,567

　　(4）その他 226,289 233,243 △6,953 △3.0 249,778

　　　　貸倒引当金 － △8,900 8,900 － －

　　　投資その他の資産合計 4,160,271 4,310,760 △150,488 △3.5 4,200,177

　　固定資産合計 15,229,068 15,264,985 △35,917 △0.2 15,310,821

Ⅲ　繰延資産 4,200 － 4,200 － 4,800

　　資産合計 21,736,268 22,129,350 △393,081 △1.8 21,577,791
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（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第１四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第１四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目 金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

（負債の部） ％

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形及び買掛金 3,417,270 3,437,289 △20,018 △0.6 3,028,804

　２．１年以内償還予定の社債 － 600,000 △600,000 － －

　３．短期借入金 5,567,086 5,704,717 △137,630 △2.4 5,645,171

　４．１年以内返済予定の長期借入金 1,003,804 818,744 185,060 22.6 1,018,904

　５．未払法人税等 19,263 35,245 △15,982 △45.4 34,238

　６．賞与引当金 254,631 322,785 △68,153 △21.1 130,684

　７．その他 935,104 942,983 △7,879 △0.8 888,041

　　流動負債合計 11,197,160 11,861,765 △664,604 △5.6 10,745,843

Ⅱ　固定負債

　１．社債 600,000 － 600,000 － 600,000

　２．長期借入金 4,460,905 4,461,749 △844 △0.0 4,361,506

　３．繰延税金負債 18,913 6,769 12,143 179.4 14,782

　４．退職給付引当金 735,213 739,420 △4,206 △0.6 736,948

　５．役員退職慰労引当金 305,321 362,025 △56,704 △15.7 300,661

　６．その他 613,070 527,404 85,665 16.2 538,587

　　固定負債合計 6,733,423 6,097,368 636,054 10.4 6,552,484

　　負債合計 17,930,584 17,959,134 △28,550 △0.2 17,298,328

（少数株主持分）

　　少数株主持分 － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 641,808 641,808 － － 641,808

Ⅱ　資本剰余金 465,258 465,258 － － 465,258

Ⅲ　利益剰余金 2,546,893 2,998,200 △451,307 △15.1 3,026,505

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 151,724 64,948 86,775 133.6 145,890

　　資本合計 3,805,684 4,170,215 △364,531 △8.7 4,279,462

　　負債、少数株主持分及び資本合計 21,736,268 22,129,350 △393,081 △1.8 21,577,791
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２．第１四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第１四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第１四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目
金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

％

Ⅰ　売上高 11,675,301 11,840,521 △165,220 △1.4 47,630,827

Ⅱ　売上原価 8,876,781 8,977,109 △100,328 △1.1 35,942,728

　　　売上総利益 2,798,520 2,863,412 △64,892 △2.3 11,688,099

Ⅲ　営業収入 270,858 255,089 15,769 6.2 1,033,703

　　　営業総利益 3,069,378 3,118,501 △49,123 △1.6 12,721,802

Ⅳ　販売費及び一般管理費 3,068,672 3,047,106 21,565 0.7 12,452,242

　　　営業利益 705 71,394 △70,689 △99.0 269,560

Ⅴ　営業外収益 17,407 16,745 661 4.0 66,567

Ⅵ　営業外費用 60,156 57,229 2,927 5.1 229,628

　　　経常利益 △42,043 30,910 △72,954 － 106,499

Ⅶ　特別利益 31,377 37,463 △6,086 △16.3 118,522

Ⅷ　特別損失 423,485 3,245 420,240 － 50,719

　　　税 金 等 調 整 前 第 1 四 半 期( 当 期) 純 利 益 △434,152 65,128 △499,280 － 174,302

　　　税金費用 12,231 36,017 △23,785 △66.0 116,886

　　　第１四半期(当期)純利益 △446,383 29,111 △475,494 － 57,416
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３．第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第１四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第１四半期末

（参考）

平成18年２月期

期　　別

科　　目
金　　　　額 金　　　　額 金　　　　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前第１四半期（当期）純利益 △434,152 65,128 174,302

　　　減価償却費 78,690 86,704 349,712

　　　長期前払費用償却費等 2,904 2,287 9,715

　　　減損損失 422,898 － －

　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） △27 △28 △207

　　　賞与引当金の増減額（減少：△） 123,947 157,120 △34,981

　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） △1,734 10,318 7,846

　　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 4,660 4,388 △56,976

　　　受取利息及び受取配当金 △4,531 △5,165 △16,741

　　　その他の営業外収益 △12,875 △11,579 △49,825

　　　支払利息 56,550 56,140 222,583

　　　その他の営業外費用 3,655 1,088 7,045

　　　固定資産売却益 － △37,434 △37,881

　　　前期損益修正益 － － △79,134

　　　固定資産売却損 － － 22,363

　　　固定資産除却損 587 3,245 21,818

　　　投資有価証券評価損 － － 3,500

　　　売上債権の増減額（増加：△） △25,638 △21,200 △13,494

　　　たな卸資産の増減額（増加：△） △128,981 △52,761 73,642

　　　仕入債務の増減額（減少：△） 390,210 327,073 △75,739

　　　未払消費税等の増減額（減少：△） 24,437 17,148 △22,558

　　　預り保証金の増減額 △39,352 3,018 14,500

　　　その他 155,236 178,941 81,181

　　　　小計 616,485 784,433 600,672

　　　利息及び配当金の受取額 3,169 3,724 12,182

　　　その他営業外収益の受取額 11,131 10,261 42,835

　　　利息の支払額 △52,750 △53,098 △223,319

　　　その他営業外費用の支払額 △3,055 △1,088 △11,533

　　　法人税等の支払額 △19,811 △193,277 △303,059

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 555,168 550,954 117,779
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（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第１四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第１四半期末

（参考）

平成18年２月期

期　　別

科　　目
金　　　　額 金　　　　額 金　　　　額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △560,000 △530,000 △1,290,000

　　　定期預金の払戻による収入 560,000 530,000 1,260,000

　　　有形固定資産の取得による支出 △323,709 △203,449 △666,551

　　　有形固定資産の売却による収入 － 51,406 85,836

　　　無形固定資産の取得による支出 △210 － △4,275

　　　投資有価証券の取得による支出 △301 △298 △14,355

　　　差入保証金の増加による支出 △10,106 △9,969 △21,460

　　　差入保証金の減少による収入 38,005 23,939 266,726

　　　長期前払費用の増加による支出 － － △18,272

　　　建設協力立替金の増加による支出 － △840 △1,201

　　　その他 19,102 5,284 △9,316

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △277,219 △133,927 △412,869

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の増減額（減少：△） △78,085 258,578 199,032

　　　長期借入による収入 300,000 200,000 950,000

　　　長期借入金の返済による支出 △215,701 △212,961 △863,044

　　　社債の発行による収入 － － 600,000

　　　社債の償還による支出 － － △600,000

　　　配当金の支払額 △33,224 △99,672 △99,471

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △27,010 145,945 186,516

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 250,938 562,972 △108,573

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,022,175 3,130,749 3,130,749

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 3,273,114 3,693,722 3,022,175
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４．事業部門別販売実績

　当第１四半期の事業部門別概況は次のとおりであります。
（単位：千円）

平成19年２月期　第１四半期 平成18年２月期　第１四半期 （参考）平成18年２月期
区　　　分

金　　額 構成比(％) 金　　額 構成比(％) 金　　額 構成比(％)

スーパーマーケット

事業部門
11,570,209 99.1 11,741,793 99.2 47,219,983 99.1

その他の事業部門 105,092 0.9 98,728 0.8 410,844 0.9

計 11,675,301 100.0 11,840,521 100.0 47,630,827 100.0


