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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 113,546 ― 1,209 ― 1,343 ― 285 ―
20年3月期第2四半期 113,764 2.9 1,094 △16.0 1,280 △10.3 △219 ―

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2四半期 6.14 ―
20年3月期第2四半期 △4.73 ―

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2四半期 75,374 42,821 56.7 919.65
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2四半期  42,731百万円 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 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 228,800 0.7 4,000 2.9 4,250 0.8 1,850 49.6 39.82

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、４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、４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．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。なお、業績予想の前提となる条件等については３ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定
性的情報をご覧ください。 
2．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2四半期  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2四半期  5,916,954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2四半期  46,469,759株 20年3月期第2四半期  46,485,571株
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平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(％表示は対前期増減率) 

 
(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

（参考）個別業績予想

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

通 期 178,800 △0.2 2,650 0.4 2,850 △10.0 1,400 39.3 30 13
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当第２四半期連結累計期間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、原油や原材料価格の高騰などにより企業収益が減少し、景気減速懸念が一段と高まってまいりまし
た。また、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懸念が個人消費へ大きく影響し、
さらに企業間競争の激化も相まって、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、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引き続き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
る深耕に努めております。さらに、経営理念である「すこやけくの実現」を目指し、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ＰＢ商品「食卓応援」の開発、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。 
 業績面では、市場の変化への対応が遅れたことなどから買上点数及び客単価が減少し、既存店売上高は
前年同期比で1.3％減少しました。 
  設備投資では、立川栄町店（東京都立川市）をはじめ16店舗で惣菜売場の拡大強化をはかるとともに、
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。 
  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２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、ドラッグストア事業が前年同期

に比べ増収したものの、スーパーマーケット事業が減収になったことにより、営業収益は1,135億46百万
円（前年同期比0.2%減）となりましたが、売上総利益率が0.2ポイント向上したことにより営業利益は12
億９百万円(同比10.5%増)、経常利益13億43百万円（同比5.0%増）になりました。また、減損損失など特
別損失５億71百万円の計上もあり、四半期純利益は２億85百万円（前年同期は２億19百万円の純損失）と
なりました。 
  なお、前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

当第２四半期末は、前期末と比べ総資産が６億55百万円減少しました。この主な要因は、長期借入金が
５億68百万円減少し、それにともない手元流動性が減少したことによるものです。なお、負債総額は６億
78百万円減少し、純資産が23百万円増加したことにより、自己資本比率は0.5ポイント増加し56.7％にな
りました。 
 設備投資に関しましては、新設予定店舗および改装店舗への投資として、19億60百万円を手元流動性資
金より支出いたしました。 

  

最近の業績動向を踏まえ、平成20年５月13日に公表した通期業績予想を修正しました。これは、景気減
速懸念が一段と高まるなか、企業間競争の激化や生活必需品の相次ぐ値上げの影響などにより、当第２四
半期連結累計期間におけるスーパーマーケット事業の既存店売上高が落ち込みんだことなどから修正した
ものであります。 
  
  
  
  
  
  
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はございません。 

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。 
  

  

  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、従来最終仕入原価法による原価法によっておりま
  したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月
  ５日)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、従来の方法と比べ、営業利益、経常利益が９百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が
  18百万円減少しております。 
   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利益が134百万円減 
  少しております。 

  

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、当連結会計年度より、機械装置に関し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。 

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）

(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

(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

(4) 追加情報
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,056 4,779 

売掛金 1,007 997 

有価証券 8,694 7,697 

商品及び製品 7,169 6,685 

仕掛品 6 9 

原材料及び貯蔵品 235 264 

その他 5,304 5,514 

貸倒引当金 △13 △5 

流動資産合計 25,460 25,941 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 10,548 11,176 

土地 13,901 13,722 

その他（純額） 3,090 2,726 

有形固定資産合計 27,540 27,624 

無形固定資産 2,815 2,948 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,334 5,193 

差入保証金 11,776 12,124 

その他 2,450 2,198 

貸倒引当金 △3 △1 

投資その他の資産合計 19,558 19,514 

固定資産合計 49,914 50,088 

資産合計 75,374 76,030 

負債の部 

流動負債 

買掛金 14,202 14,213 

1年内返済予定の長期借入金 2,617 3,877 

未払法人税等 644 785 

その他 6,997 6,893 

流動負債合計 24,462 25,769 

固定負債 

社債 400 400 

長期借入金 4,561 3,869 

退職給付引当金 974 940 

その他 2,155 2,251 

固定負債合計 8,090 7,462 

負債合計 32,553 33,232 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

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 24,787 24,851 

自己株式 △6,095 △6,087 

株主資本合計 41,272 41,343 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,458 1,373 

評価・換算差額等合計 1,458 1,373 

少数株主持分 89 80 

純資産合計 42,821 42,797 

負債純資産合計 75,374 76,030 
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(2) 四半期連結損益計算書

 (第２四半期連結累計期間)

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業収益 113,546 

売上高 109,970 

売上原価 80,279 

売上総利益 29,691 

営業収入 3,575 

営業総利益 33,267 

販売費及び一般管理費 

給料手当及び賞与 13,362 

地代家賃 4,579 

退職給付費用 676 

その他 13,439 

販売費及び一般管理費合計 32,058 

営業利益 1,209 

営業外収益 

受取利息 114 

受取配当金 45 

その他 68 

営業外収益合計 228 

営業外費用 

支払利息 81 

その他 13 

営業外費用合計 94 

経常利益 1,343 

特別損失 

固定資産処分損 27 

減損損失 400 

たな卸資産評価損 144 

特別損失合計 571 

税金等調整前四半期純利益 772 

法人税、住民税及び事業税 546 

法人税等調整額 △69 

法人税等合計 477 

少数株主利益 9 

四半期純利益 285 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 772 

減価償却費 1,344 

減損損失 400 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 

受取利息及び受取配当金 △160 

支払利息 81 

固定資産処分損益（△は益） 27 

売上債権の増減額（△は増加） △9 

たな卸資産の増減額（△は増加） △452 

仕入債務の増減額（△は減少） △11 

その他 460 

小計 2,493 

利息及び配当金の受取額 160 

利息の支払額 △85 

法人税等の支払額 △683 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,885 

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 △1,440 

無形固定資産の取得による支出 △108 

有価証券の取得による支出 △1,500 

有価証券の売却による収入 3,000 

貸付金の回収による収入 45 

差入保証金の差入による支出 △412 

差入保証金の回収による収入 380 

その他 23 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 1,700 

長期借入金の返済による支出 △2,268 

配当金の支払額 △347 

その他 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △924 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 949 

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 10,824 
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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。 

  

 該当事項はございません。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はございません。 

  

  該当事項はございません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)前中間連結損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

科 目 金 額

 ［営業収益］ [113,764]

Ⅰ 売上高 110,225

Ⅱ 売上原価 80,724

   売上総利益 29,501

Ⅲ 営業収入 3,538

   営業総利益 33,040

Ⅳ 販売費及び一般管理費 31,946

   営業利益 1,094

Ⅴ 営業外収益 274

   受取利息 102

   受取配当金 36

   器具備品受贈益 46

   その他 88

Ⅵ 営業外費用 88

   支払利息 72

   その他 16

   経常利益 1,280

Ⅶ 特別利益 38

   貸倒引当金戻入益 38

Ⅷ 特別損失 1,460

   固定資産処分損 172

   減損損失 1,287

   税金等調整前中間純損失 142

   法人税、住民税及び事業税 305

   法人税等調整額 △ 212

   少数株主損失 15

   中間純損失 219
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(2)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失(△) △142

   減価償却費 1,368

   減損損失 1,287

   退職給付引当金の増減額 △13

   受取利息及び受取配当金 △139

   支払利息 72

   固定資産処分損 172

   売上債権の増減額 △292

   たな卸資産の増減額 361

   仕入債務の増減額 1,209

   未払費用の増減額 465

   その他 312

   小  計 4,663

   利息及び配当金の受取額 141

   利息の支払額 △72

   役員退職慰労金の支払額 △106

   法人税等の支払額 △676

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,949

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 △5,158

   有形固定資産の売却による収入 25

   無形固定資産の取得による支出 △68

   投資有価証券の取得による支出 △251

   投資有価証券の売却による収入 0

   差入保証金の増加による支出 △80

   差入保証金の減少による収入 661

   その他 △0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,871

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 200

   長期借入金の返済による支出 △546

   配当金の支払額 △348

   その他 △7

  財務活動によるキャッシュ・フロー △702

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,623

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中間期末残高 22,283
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(1)販売実績 

   当第２四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。 

  

 
（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２四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。 

  

 
（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、その他仕入高は小売支援事業の仕入高等であります。 

  

６. その他の情報

区  分

第１四半期連結会計期間
(自 平成20年4月 1日
 至 平成20年6月30日)

第２四半期連結会計期間
(自 平成20年7月 1日
至 平成20年9月30日)

第２四半期連結累計期間
(自 平成20年4月 1日
 至 平成20年9月30日)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

商品売上高

生 鮮 食 品 31,360 57.4 31,665 57.3 63,025 57.3

加 工 食 品 14,286 26.1 14,502 26.2 28,788 26.2

ノンフード商品 8,644 15.8 8,786 15.9 17,431 15.8

 小  計 54,291 99.3 54,954 99.4 109,245 99.3

その他売上高 377 0.7 348 0.6 725 0.7

合    計 54,668 100.0 55,302 100.0 109,970 100.0

区  分

第１四半期連結会計期間
(自 平成20年4月 1日
 至 平成20年6月30日)

第２四半期連結会計期間
(自 平成20年7月 1日
至 平成20年9月30日)

第２四半期連結累計期間
(自 平成20年4月 1日
 至 平成20年9月30日)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

商品仕入高

生 鮮 食 品 22,402 55.2 22,112 54.9 44,515 55.0

加 工 食 品 11,380 28.0 11,229 27.9 22,610 28.0

ノンフード商品 6,589 16.2 6,686 16.6 13,276 16.4

 小  計 40,372 99.4 40,028 99.4 80,401 99.4

その他仕入高 254 0.6 247 0.6 501 0.6

合    計 40,626 100.0 40,276 100.0 80,903 100.0
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