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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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）

営業収益 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 ％

21年3月期第1四半期 56,441 ― 264 ― 344 ― △271 ―
20年3月期第1四半期 56,066 2.3 207 △17.2 310 △4.8 △632 ―

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

21年3月期第1四半期 △5.85 ―
20年3月期第1四半期 △13.61 ―

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

21年3月期第1四半期 79,482 42,381 53.2 910.26
20年3月期 76,030 42,797 56.2 919.18

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  42,301百万円 20年3月期  42,717百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

営業収益 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2四半期連結累計期間 115,500 1.5 1,300 18.8 1,450 13.3 350 ― 7.53
通期 231,500 1.9 4,050 4.2 4,350 3.1 1,900 53.7 40.88

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］  

(3) 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（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もの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに「平成20年３月期決算短信」（平成20年５月13日付）において公表した金額より変更しており
ません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  52,381,447株 20年3月期  52,381,447株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,909,642株 20年3月期  5,908,049株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  46,472,381株 20年3月期第1四半期  46,488,026株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱、アメリカの景気後退懸念、原油や素材価

格の高騰による影響もあり、企業収益が減少するなど景気減速感が強まってまいりました。小売業界では、
生活必需品の相次ぐ値上げや食の安全性への関心の高まりなどが個人消費へ大きく影響し、企業間競争の激
化なども相まって、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況の中、当社グループは、より質の高いスーパーマーケットチェーンの実現を目指し、引き
続きお客様から支持される店づくりや店舗運営の体質強化などに取り組んでおります。

　当社グループの小売事業の状況は、次のとおりであります。
　スーパーマーケット事業におきましては、新中期２ヶ年経営計画を強力に推し進め、構造改革のさらなる
深耕に努め、経営理念である「すこやけくの実現」を目指すとともに、他社との差別化策の確立に取り組ん
でおります。
　商品面では、安全・安心・健康・美味しさにこだわったオリジナル商品「食卓応援」の開発に努めており
ます。また販売面では、より競争力のあるスーパーマーケットづくりのため、子会社の㈱クックサンと共同
で売場・商品構成を見直し、惣菜強化に取り組んでおります。
　設備投資では、狛江東野川店（東京都狛江市）をはじめ９店舗で惣菜売場の拡大強化をはかり、さらにロ
ーコストオペレーションのための省力化什器導入などを数店舗で実施し、既存店の活性化を進めてまいりま
した。また、小型店のビジネスモデルと位置付けている惣菜強化型店舗「ina（い～な）２１」の当社３番目
の店舗として、昭島中神店（東京都昭島市）の改装を実施いたしました。
　ドラッグストア事業におきましては、調剤部門やヘルスケア商品、ビューティケア商品などの品揃えの充
実をはかるとともに、既存店の改装を進めて活性化に努めてまいりました。
　これらの結果、当第１四半期におきましては、当社グループのスーパーマーケット事業が前年同期に比べ
わずかに減収になった一方で、ドラッグストア事業が増収したことにより、連結営業収益は564億41百万円
（前年同期比0.7%増）の増収になりました。また、売上総利益高の増加もあり連結営業利益は２億64百万円
(同比27.7%増)、連結経常利益３億44百万円（同比10.8%増）の増益になりましたが、減損損失など特別損失
５億63百万円の計上もあり、当連結第１四半期純利益は２億71百万円の損失（前年同期は６億32百万円の純
損失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末は、前期末に比べ総資産が34億52百万円増加いたしました。負債総額は38億68百万円増加

し、純資産が４億16百万円減少したことにより、自己資本比率は3.0ポイント減少し53.2%になりました。前
期末に比べ主な増加は、1年内返済予定の長期借入金が11億54百万円減少した一方で、買掛金８億13百万円、
短期借入金６億22百万円、コマーシャル・ペーパー20億円、長期借入金9億79百万円などの負債項目で、これ
にともない手許流動性も増加いたしました。
　当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前期末と比べ44億52百万円増加し、143億28百万円になり
ました。各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが29億44百万円の収入、投資
活動によるキャッシュ・フローが６億23百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが21億30百万円
の収入となりました。また、同期間における設備投資額は８億48百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想数値は平成20年５月13日公表時より変更はございません。
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4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 該当事項はございません。

(2) 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

　 固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。

(3) 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

　 ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
　 に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
　 財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 ②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従前の最終仕入原価法による原価法によっておりま
　 したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が適用
　 されたことに伴い、主として最終仕入原価法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下
　 に基づく簿価切下げの方法)に基づく方法に変更しております。
　   この結果、従来方法と比べ、営業利益、経常利益が5百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が15百
　 万円増加しております。
　 なお、最終仕入原価として、従来本部仕入原価を採用しておりましたが、コンピューターシステムの整
　 備を契機に店別仕入原価を採用する方法に変更いたしました。
　 これはたな卸資産の評価をより実態に合わせて精度を高めることで、期間損益計算をより適正にするこ
　 とを目的に行ったものであります。
　 この変更により、営業利益、経常利益は変わりませんが、税金等調整前四半期純損失は134百万円増加
　 しております。

(4) 追加情報
有形固定資産の耐用年数の変更
平成20年度法人税法の改正にともない、当第１四半期より機械装置に関して過年度取得の資産も含め

て、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,442 4,779

売掛金 1,039 997

有価証券 13,502 7,697

商品及び製品 7,045 6,685

仕掛品 3 9

原材料及び貯蔵品 279 264

その他 4,411 5,514

貸倒引当金 △12 △5

流動資産合計 29,712 25,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,717 11,176

土地 13,901 13,722

その他 2,701 2,726

有形固定資産合計 27,321 27,624

無形固定資産 2,888 2,948

投資その他の資産

投資有価証券 5,538 5,193

差入保証金 11,953 12,124

その他 2,071 2,198

貸倒引当金 △3 △1

投資その他の資産合計 19,560 19,514

固定資産合計 49,770 50,088

資産合計 79,482 76,030
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 15,027 14,213

短期借入金 622 －

1年内返済予定の長期借入金 2,722 3,877

コマーシャル・ペーパー 2,000 －

未払法人税等 176 785

その他 8,111 6,893

流動負債合計 28,659 25,769

固定負債

社債 400 400

長期借入金 4,849 3,869

退職給付引当金 962 940

その他 2,229 2,251

固定負債合計 8,441 7,462

負債合計 37,101 33,232

純資産の部

株主資本

資本金 8,981 8,981

資本剰余金 13,598 13,598

利益剰余金 24,231 24,851

自己株式 △6,088 △6,087

株主資本合計 40,721 41,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,579 1,373

評価・換算差額等合計 1,579 1,373

少数株主持分 79 80

純資産合計 42,381 42,797

負債純資産合計 79,482 76,030
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(2) 四半期連結損益計算書

　(第１四半期連結累計期間)

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

営業収益 56,441

売上高 54,668

売上原価 40,261

売上総利益 14,406

営業収入 1,773

営業総利益 16,180

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 6,693

地代家賃 2,288

その他 6,933

販売費及び一般管理費合計 15,915

営業利益 264

営業外収益

受取利息 56

受取配当金 40

その他 31

営業外収益合計 127

営業外費用

支払利息 40

その他 8

営業外費用合計 48

経常利益 344

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

固定資産処分損 18

減損損失 400

たな卸資産評価損 144

特別損失合計 563

税金等調整前四半期純損失（△） △219

法人税、住民税及び事業税 127

法人税等調整額 △75

法人税等合計 52

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △271
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　(第１四半期連結累計期間)

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30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損失（△） △219

減価償却費 655

減損損失 400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △96

支払利息 40

固定資産処分損益（△は益） 18

売上債権の増減額（△は増加） △41

たな卸資産の増減額（△は増加） △371

仕入債務の増減額（△は減少） 813

その他 2,358

小計 3,588

利息及び配当金の受取額 87

利息の支払額 △46

法人税等の支払額 △685

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,944

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 △770

無形固定資産の取得による支出 △64

貸付金の回収による収入 23

差入保証金の差入による支出 △13

差入保証金の回収による収入 190

その他 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △623

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） 622

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000

長期借入れによる収入 1,600

長期借入金の返済による支出 △1,775

配当金の支払額 △314

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,452

現金及び現金同等物の期首残高 9,875

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,328
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はございません。

(5) セグメント情報

　 【事業の種類別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　当社グループの主たる事業は、日用生活用品全般の販売を目的とするチェーンシステムの経営であり、

　このチェーンシステム事業に係るセグメントの売上高、営業利益及び総資産は全セグメントの売上高合

　計、営業利益合計、及び総資産合計の90％を超えておりますので、セグメント情報の記載を省略してお

　ります。

　【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はございません。

　【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はございません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はございません。
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㈱いなげや (8182) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)前四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月1日

　 至 平成19年６月30日)

科 目 金 額

　［営業収益］ [56,066]

Ⅰ 売上高 54,304

Ⅱ 売上原価 40,101

　 売上総利益 14,203

Ⅲ 営業収入 1,761

　 営業総利益 15,964

Ⅳ 販売費及び一般管理費 15,757

　 営業利益 207

Ⅴ 営業外収益 140

　 受取利息 49

　 受取配当金 31

　 その他 59

Ⅵ 営業外費用 36

　 支払利息 35

　 その他 0

　 経常利益 310

Ⅶ 特別利益 38

　 貸倒引当金戻入額 38

Ⅷ 特別損失 1,337

　 固定資産処分損 50

　 減損損失 1,287

　 税金等調整前四半期純損失(△) △988

　 法人税、住民税及び事業税 162

　 法人税等調整額 △ 500

　 少数株主損失（△） △ 17

　 四半期純損失(△) △632
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㈱いなげや (8182) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月1日

　 至 平成19年６月30日)

区 分 金 額

Ⅰ 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損失(△) △988

　 減価償却費 670

　 減損損失 1,287

　 貸倒引当金の増加額 6

　 受取利息及び受取配当金 △80

　 支払利息 35

　 固定資産処分損 50

　 売上債権の増加額 △127

　 たな卸資産の増減額（増加：△） △26

　 未収入金の増減額（増加：△） 1,213

　 仕入債務の増加額 1,666

　 未払金の増加額 99

　 未払費用の増加額 1,020

　 その他 △159

　 小 計 4,667

　 利息及び配当金の受取額 83

　 利息の支払額 △36

　 法人税等の支払額 △701

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,012

Ⅱ 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 △536

　 有形固定資産の売却による収入 11

　 無形固定資産の取得による支出 △90

　 投資有価証券の取得による支出 △181

　 差入保証金の増加による支出 △77

　 差入保証金の減少による収入 300

　 その他 3

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △570

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増加額 637

　 長期借入金の返済による支出 △273

　 配当金の支払額 △313

　 その他 △1

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 49

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 3,491

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 23,906

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 27,398
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6. その他の情報

(1)販売実績

　  当第１四半期連結累計期間における売上高の内訳は、次のとおりであります。

区 分

当第１四半期連結累計期間
　  （自 平成20年4月 1日
　  至 平成20年6月30日）

金額(百万円) 構成比(％)

商品売上高

生 鮮 食 品 31,360 57.4

加 工 食 品 14,286 26.1

ノンフード商品 8,644 15.8

　 小 計 54,291 99.3

その他売上高 377 0.7

合 計 54,668 100.0

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２ 商品売上高は小売事業の売上高であり、その他売上高は小売支援事業の売上高であります。

(2)仕入実績

　 当第１四半期連結累計期間における仕入高の内訳は、次のとおりであります。

区 分

当第１四半期連結累計期間
　  （自 平成20年4月 1日
　  至 平成20年6月30日）

金額(百万円) 構成比(％)

商品仕入高

生 鮮 食 品 22,402 55.2

加 工 食 品 11,380 28.0

ノンフード商品 6,589 16.2

　 小 計 40,372 99.4

その他仕入高等 254 0.6

合 計 40,626 100.0

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２ 仕入高は、実際仕入価額で表示しております。

 ３ 商品仕入高は小売事業の仕入高等であり、その他仕入高等は小売支援事業の仕入高等であります。
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