
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アルビス株式会社 上場取引所 名 
コード番号 7475 URL http://www.albis.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大森 実
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 西川 利文 TEL 0766-56-7200

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

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 17,713 ― △29 ― 4 ― △85 ―
20年3月期第1四半期 17,835 0.8 202 △6.3 235 △7.8 125 1.2

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 △2.62 ―
20年3月期第1四半期 3.86 3.86

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 29,527 13,277 44.9 406.75
20年3月期 29,125 13,466 46.2 412.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,267百万円 20年3月期  13,453百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

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 36,700 ― 423 ― 484 ― 233 ― 7.14
通期 73,700 3.0 857 22.3 1,000 14.9 474 11.8 14.53

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  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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 
・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。 
・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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  33,779,634株 20年3月期  33,779,634株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,162,143株 20年3月期  1,162,143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  32,617,491株 20年3月期第1四半期  32,535,063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、サブプライムローン問題による米国経済の不透明感や原油価額の高騰によ

 るガソリン価格や物価の上昇等によって景気の減速感が一層強まりました。 

  当食品流通業界においては、メーカーからの値上げ発表が相次ぎ、消費者の生活防衛意識が強くなる中、競合他

 社との厳しい競争環境となりました。 

  このような状況の下、当社グループは本年６月に小松城南店（石川県小松市）を新規にオープンし、一方で老朽

 化した鶴ヶ丘店（石川県内灘町）を閉鎖いたしました。また、当社製造のプライベートブランド商品などを一定 

 期間お値打ち価格で提供する「アルビス家計応援キャンペーン」を継続的に実施し、冷え切った消費者の購買意 

 欲を高めることに努めました。 

  この結果、当第１四半期の営業収益は17,713百万円（前年同期比0.7％減）と微減ながらも概ね予定通り推移し 

 ましたが、一方で消費意欲を刺激するためにポイントカード企画を含めた積極的な販促活動を展開し、また一部競

 合店対策により低価格政策を継続したことで想定した粗利益を確保することができず、営業損失29百万円（前年 

 同期の営業利益202百万円）、経常利益４百万円（前年同期比98.1％減）、さらには投資有価証券評価損65百万円 

 を計上したこと等から、四半期純損失85百万円（前年同期の四半期純利益125百万円）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末の資産合計は29,527百万円となり、前連結会計年度末と比べて401百万円の増加となりました。 

 これは主に小松城南店の出店に係り敷金及び保証金が268百万円増加したことや現預金が123百万円増加したこと 

 等によるものであります。 

  また、当第１四半期末の負債合計は16,249百万円となり、前連結会計年度と比べて590百万円の増加となりまし 

 た。これは長期借入金（１年内返済予定含む）が209百万円増加したことや賞与引当金が187百万円、買掛金が126 

 百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

  当第１四半期末の純資産は13,277百万円となり、前連結会計年度と比べて188百万円の減少となりました。 

 これは主に利益剰余金が215百万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 

  当第１四半期の業績につきましては苦戦を強いられたもの、お盆を含めた今後の７月～８月商戦において、昨年

 開店した４店舗および本年６月開店の小松城南店などを含めた主力店を中心に収益を回復できる見通しで、併せて

 全社的に経費削減に取り組むなど、当第１四半期の業績をカバーできるものと考えおり現段階では本年５月13日発

 表の業績予想の修正は行っておりません。 

  なお、業績予想に修正の必要が生じた場合には速やかに発表を行う予定であります。 

  

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） 

該当事項はありません。  

  

（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 

一部子会社は法人税等の計上基準について法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

  

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産の評価基準及び評価方法については、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、小売店舗の商品は売価還元原価法（貸借対照表価
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 額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を、その他の商品については主として総平均法による

 原価法（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）によりそれぞれ算定しておりま

 す。 

  なお、この変更による影響は軽微であります。 

 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

 いましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一 

 部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第16号

 (平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以 

 降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第

 １四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

 ただし、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

 借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。   

  なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

④ポイント引当金 

 従来まで、販売促進を目的とするポイントカード制度により付与したポイントは一定ポイント数に達した時 

 点でポイント券を発行し、その発行時に費用処理しておりましたが、当第１四半期連結会計期間からは、こ 

 れに加え一定ポイント数に達しないポイント残高に対して将来使用されると見込まれる額を引当計上する方 

 法に変更いたしました。 

  この変更はポイントカードの使用見込額の合理的な見積が可能になったことおよび今後のポイントカードの 

 発行枚数増加に伴いポイント残高が増加することが見込まれることから、より合理的な期間損益計算と財務 

 の健全化を図るためのものであります。 

 この変更により、当第１四半期連結会計期間に発生したポイント引当金繰入額21,157千円は販売費及び一般 

 管理費に計上しております。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、営業損失は21,157千円 

 増加し、経常利益は21,157千円減少し、また税金等調整前四半期純損失は21,157千円増加しております。 
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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：千円）

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 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,782,568 1,658,593

売掛金 1,436,886 1,462,371

商品 1,425,938 1,382,722

原材料 36,847 31,959

仕掛品 1,045 977

貯蔵品 14,381 11,602

その他 1,154,788 1,107,151

貸倒引当金 △142,027 △130,063

流動資産合計 5,710,427 5,525,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,272,786 7,233,782

土地 8,134,071 8,134,071

その他 1,479,188 1,564,193

有形固定資産合計 16,886,046 16,932,047

無形固定資産   

のれん 705,920 771,189

その他 342,565 359,800

無形固定資産合計 1,048,485 1,130,989

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,667,267 3,398,451

その他 2,415,770 2,392,643

貸倒引当金 △200,279 △253,702

投資その他の資産合計 5,882,759 5,537,393

固定資産合計 23,817,291 23,600,430

資産合計 29,527,719 29,125,745

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,160,596 4,034,402

短期借入金 2,627,600 2,752,400

1年内返済予定の長期借入金 2,303,990 2,286,728

未払法人税等 67,720 91,975

賞与引当金 550,601 363,167

その他 1,536,710 1,368,089

流動負債合計 11,247,218 10,896,762

固定負債   

長期借入金 3,969,073 3,777,169

受入敷金保証金 793,106 766,344
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（単位：千円）

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 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

その他 240,376 219,159

固定負債合計 5,002,555 4,762,673

負債合計 16,249,774 15,659,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322

資本剰余金 2,545,005 2,545,005

利益剰余金 9,152,031 9,367,801

自己株式 △283,753 △283,690

株主資本合計 13,242,606 13,458,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,677 △5,354

評価・換算差額等合計 24,677 △5,354

少数株主持分 10,661 13,224

純資産合計 13,277,945 13,466,310

負債純資産合計 29,527,719 29,125,745
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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：千円）

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) 

売上高 17,482,128

売上原価 13,509,368

売上総利益 3,972,759

不動産賃貸収入 231,258

営業総利益 4,204,018

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,426,448

賞与引当金繰入額 180,948

その他 2,625,762

販売費及び一般管理費合計 4,233,159

営業損失（△） △29,140

営業外収益  

受取利息 7,434

受取配当金 7,854

受取手数料 14,493

その他 36,214

営業外収益合計 65,997

営業外費用  

支払利息 29,773

その他 2,507

営業外費用合計 32,280

経常利益 4,576

特別利益  

貸倒引当金戻入額 41,590

特別利益合計 41,590

特別損失  

投資有価証券評価損 65,456

特別損失合計 65,456

税金等調整前四半期純損失（△） △19,289

法人税、住民税及び事業税 59,478

法人税等調整額 9,095

少数株主損失（△） △2,563

四半期純損失（△） △85,299
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 △19,289

減価償却費 297,342

のれん償却額 65,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,458

賞与引当金の増減額（△は減少） 187,434

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,960

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,326

ポイント引当金の増減額（△は減少） 21,157

受取利息及び受取配当金 △15,289

支払利息 29,773

投資有価証券評価損益（△は益） 65,456

売上債権の増減額（△は増加） 25,482

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,949

仕入債務の増減額（△は減少） 132,943

その他 △37,612

小計 617,972

利息及び配当金の受取額 9,433

利息の支払額 △29,388

法人税等の支払額 △83,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 514,283

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 △391,607

投資有価証券の取得による支出 △896

その他 25,887

投資活動によるキャッシュ・フロー △366,617

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） △124,800

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △590,834

配当金の支払額 △108,058

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,974

現金及び現金同等物の期首残高 1,658,593

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,782,568
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 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 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．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） 

  

 (セグメント区分の変更) 

  当社グループは、従来まで卸売事業を主とした事業形態で運営していましたが直営店出店等を加速させることによって

小売事業に軸足を移しており、このような事業構造の変化を受けて当第１四半期連結会計年度より新たな区分による事業

の種類別セグメント情報を開示しております。 

具体的には、前連結会計年度までの「卸売事業」、「小売事業」、「その他」の区分を、当第１四半期連結会計年度より

「スーパーマーケット事業」、「外販事業」、「その他」に変更しており、従来まで卸売事業に含まれていた小売事業に

帰属する利益は、当第１四半期連結会計年度からの事業の種類別セグメント情報においては、「スーパーマーケット事

業」と「外販事業」に対して合理的な配賦基準に基づいて配分されております。 

なお、当該セグメント区分の変更に関しては、平成20年５月13日発表の平成20年３月期決算短信６ページ「(4)事業等の

リスク、⑧セグメント区分の変更について」をご参照下さい。 

  

ｂ．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） 

  当社は本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．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）  

   海外営業収益がないため、該当事項はありません。   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
スーパーマーケット

事業 

（千円） 

外販事業 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

  営業収益             

  (1)外部顧客に対する営業収益 12,841,683 4,697,431 174,271 17,713,387 － 17,713,387 

  (2)セグメント間の内部営業収益 

    又は振替高 
1,723 60 118,425 120,209 (120,209) － 

 計 12,843,407 4,697,491 292,697 17,833,596 (120,209) 17,713,387 

     営業利益又は△営業損失 △6,984 204,679 65,403 263,098 (292,239) △29,140 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科    目 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 17,617,363 

Ⅱ 売上原価 13,728,869 

売上総利益 3,888,493 

Ⅲ 不動産賃貸収入 218,029 

営業総利益 4,106,523 

Ⅳ 販売費及び一般管理費  3,904,213 

営業利益 202,309 

Ⅴ 営業外収益 59,918 

受取利息及び配当金 10,249 

その他 49,668 

Ⅵ 営業外費用 26,916 

支払利息 23,606 

その他  3,310 

経常利益 235,311 

Ⅶ 特別利益 8,703 

貸倒引当金戻入額  8,703 

Ⅷ 特別損失 396 

固定資産除却損  185 

店舗閉鎖損失 211 

税金等調整前四半期純利益 243,617 

法人税、住民税及び事業税  113,940 

法人税等調整額  5,253 

少数株主損失（△） △1,380 

四半期純利益 125,803 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区  分 金額（千円） 

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利益  243,617 

減価償却費 278,964 

のれん償却額  65,269 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △3,892 

賞与引当金の増減額（△は減少）  190,721 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △66,441 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,840 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △55,159 

受取利息及び受取配当金  △10,249 

支払利息  23,606 

固定資産除却損  185 

売上債権の増減額（△は減少）   △28,721 

たな卸資産の増減額（△は減少）   △89,364 

支払債務の増減額（△は減少）   135,627 

その他  50,482 

小計 732,803 

利息及び配当金の受取額  6,904 

利息の支払額  △24,924 

法人税等の支払額  △471,571 

営業活動によるキャッシュ・フロー 243,212 

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  △412,057 

有形固定資産の売却による収入  263,333 

無形固定資産の取得による支出  △15,431 

投資有価証券の取得による支出  △281,017 

その他  △521,141 

投資活動によるキャッシュ・フロー △966,315 

Ⅲ 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）  519,000 

長期借入れによる収入  600,000 

長期借入金の返済による支出  △637,450 

配当金の支払額  △106,146 

財務活動によるキャッシュ・フロー 375,403 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少
額） 

△347,699 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,097,866 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,750,166 

- 2-


	アルビス㈱（7475）平成21年3月期第1四半期決算短信: アルビス㈱（7475）平成21年3月期第1四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


