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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 35,607 ― 147 ― 222 ― 76 ―
20年3月期第2四半期 36,460 △0.5 416 15.5 482 12.7 323 217.8

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 2.35 ―
20年3月期第2四半期 9.94 9.93

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 28,999 13,263 45.7 407.98
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2四半期  13,263百万円 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 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 71,000 △0.8 627 △10.6 800 △8.1 326 △23.1 10.02

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2四半期  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2四半期  1,268,875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2四半期  32,581,659株 20年3月期第2四半期  32,593,396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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速と原油価格の

高騰や原材料価額等の上昇によって景気の後退が実感できる状況となりました。 

 当食品流通業界におきましては、食料品を中心として各メーカーの値上げが相次ぎ、またガソリン価額の高止まり

もあって消費者の生活防衛意識が高まりました。 

 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、利用頻度の高い生活必需品を中心として「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。 

 これらの取り組みによって、スーパーマーケット事業である当社直営店舗の売上高については、積極的な販売促進

活動や新店効果によって前年実績を上回ることができましたが、外販事業において前期に一部得意先との取引解消が

あったことが影響し営業収益全体としてはこれを補うことができませんでした。また、販促経費の抑制をはじめ全社

的な経費削減に努めたこと等で第２四半期(平成20年７～９月)の業績は回復基調で推移したものの、第１四半期(平

成20年４～６月)の未達を埋めることができず減収減益となりました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、営業収益35,607百万円(前年同期比2.3％減)、営業利益147百万円

(前年同期比64.6％減)、経常利益222百万円(前年同期比53.9％減)、また四半期純利益は投資有価証券評価損等があ

ったことから76百万円(前年同期比76.3％減)となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の資産合計は28,999百万円となり、前連結会計年度末と比べて125百万円の減少となりました。こ

れは保有株式の時価が下落したことや株式の売却によって投資有価証券が減少したこと等が主な理由であります。 

 また、当第２四半期末の負債合計は15,736百万円となり、前連結会計年度末と比べて76百万円の増加となりまし

た。これは、買掛金が75百万円減少したものの、長期借入金(１年以内返済予定を含む)および短期借入金が合計で

125百万円増加したこと等によるものであります。 

 当第２四半期末の純資産は13,263百万円となり、前連結会計年度末と比べて202百万円減少しました。これは主に

利益剰余金とその他有価証券評価差額金が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 

 第２四半期累計期間における業績の進捗状況と現在の景況感を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年

５月13日付の平成20年３月期決算短信で発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想および個別業績予想を修正

しております。詳細は、平成20年10月23日に別途開示しました「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

  

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、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
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 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、小売店舗の商品は売価還元原

 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）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 

 日以後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、

 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開始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、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り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２四半期連結累計期間に発生したポイント引当金繰入額24,796千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、営業利益、経常利益及び

 税金等調整前四半期純利益は、それぞれ24,796千円減少しております。 
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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 1,717,724 1,658,593

売掛金 1,373,740 1,462,371

商品 1,381,943 1,382,722

原材料 39,294 31,959

仕掛品 887 977

その他 1,153,061 1,118,754

貸倒引当金 △117,528 △130,063

流動資産合計 5,549,123 5,525,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,148,089 7,233,782

土地 8,156,772 8,134,071

その他（純額） 1,485,576 1,564,193

有形固定資産合計 16,790,438 16,932,047

無形固定資産   

のれん 632,683 771,189

その他 325,777 359,800

無形固定資産合計 958,460 1,130,989

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,653,496 3,398,451

その他 2,248,234 2,392,643

貸倒引当金 △199,979 △253,702

投資その他の資産合計 5,701,752 5,537,393

固定資産合計 23,450,651 23,600,430

資産合計 28,999,775 29,125,745

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,959,400 4,034,402

短期借入金 2,452,000 2,752,400

1年内返済予定の長期借入金 2,323,050 2,286,728

未払法人税等 142,792 91,975

賞与引当金 362,722 363,167

その他 1,295,466 1,368,089

流動負債合計 10,535,430 10,896,762

固定負債   

長期借入金 4,166,723 3,777,169

受入敷金保証金 797,377 766,344

その他 236,545 219,159
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（単位：千円）

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) 

固定負債合計 5,200,645 4,762,673

負債合計 15,736,076 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 9,313,983 9,367,801

自己株式 △304,506 △283,690

株主資本合計 13,383,806 13,458,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △120,107 △5,354

評価・換算差額等合計 △120,107 △5,354

少数株主持分 － 13,224

純資産合計 13,263,698 13,466,310

負債純資産合計 28,999,775 29,125,745
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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：千円）

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) 

売上高 35,144,309

売上原価 26,981,894

売上総利益 8,162,415

不動産賃貸収入 462,822

営業総利益 8,625,237

販売費及び一般管理費 8,477,879

営業利益 147,358

営業外収益  

受取利息 15,653

受取配当金 8,942

受取手数料 29,984

持分法による投資利益 1,013

その他 89,311

営業外収益合計 144,905

営業外費用  

支払利息 60,681

その他 9,269

営業外費用合計 69,951

経常利益 222,312

特別利益  

投資有価証券売却益 41,797

貸倒引当金戻入額 66,532

特別利益合計 108,330

特別損失  

固定資産除却損 4,024

店舗閉鎖損失 31,556

投資有価証券売却損 22

投資有価証券評価損 61,010

減損損失 1,298

特別損失合計 97,913

税金等調整前四半期純利益 232,729

法人税、住民税及び事業税 125,893

法人税等調整額 34,471

法人税等合計 160,364

少数株主損失（△） △4,286

四半期純利益 76,652
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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 232,729

減価償却費 619,861

減損損失 1,298

のれん償却額 130,538

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,258

賞与引当金の増減額（△は減少） △445

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） △23,726

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,796

受取利息及び受取配当金 △24,595

支払利息 60,681

固定資産除売却損益（△は益） 4,024

投資有価証券売却損益（△は益） △41,775

投資有価証券評価損益（△は益） 61,010

売上債権の増減額（△は増加） 88,630

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,381

支払債務の増減額（△は減少） △147,101

その他 △71,074

小計 817,253

利息及び配当金の受取額 12,827

利息の支払額 △60,673

法人税等の支払額 △84,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,157

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 △697,159

無形固定資産の取得による支出 △5,665

投資有価証券の取得による支出 △1,496

投資有価証券の売却による収入 94,533

その他 15,526

投資活動によるキャッシュ・フロー △594,261

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） △300,400

長期借入れによる収入 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,174,124

自己株式の取得による支出 △20,815

配当金の支払額 △130,800

リース債務の返済による支出 △5,625

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,130

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 1,717,724
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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 

〔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） 

  

 (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第１四半期連結会計期間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、第１四半期連結会計期間より

「スーパーマーケット事業」、「外販事業」、「その他」に変更しております。 

 この変更により、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、第１四半期連結会計期間からの事業の

種類別セグメント情報において、「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。  

  

〔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） 

  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。 

〔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 25,847,512 9,416,001 343,617 35,607,131 － 35,607,131 

  (2)セグメント間の内部営業収益 

    又は振替高 
3,497 120 230,557 234,174 (234,174) － 

 計 25,851,009 9,416,121 574,174 35,841,305 (234,174) 35,607,131 

     営業利益 193,046 405,779 114,083 712,909 (565,551) 147,358 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   36,009,083 100.0 

Ⅱ 売上原価   28,019,153 77.8 

売上総利益   7,989,930 22.2 

Ⅲ 不動産賃貸収入    451,537 1.2 

営業総利益    8,441,467 23.4 

Ⅳ 販売費及び一般管理費   8,025,069 22.2 

営業利益   416,398 1.2 

Ⅴ 営業外収益       

１．受取利息 8,210     

２．受取配当金 6,586     

３．持分法による投資利益 894     

４．受取手数料  31,064     

５．人件費負担受入  3,516     

６．受取販売奨励金  22,019     

７．その他  52,023 124,314 0.3 

Ⅵ 営業外費用       

１．支払利息 49,930     

２．出向者給与 3,115     

３．その他 5,372 58,418 0.2 

経常利益   482,295 1.3 

Ⅶ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 11,828 11,828 0.1 

Ⅷ 特別損失       

１．固定資産除却損 11,505     

２．減損損失 64,773     

３．店舗閉鎖損失 211     

４．その他  1,250 77,741 0.2 

税金等調整前中間純利益   416,382 1.2 

法人税、住民税及び事業税 70,991     

法人税等調整額 24,270 95,262 0.3 

少数株主損失   △2,852 △0.0 

中間純利益   323,972 0.9 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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（千円） 

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利益 416,382 

減価償却費  576,592 

のれん償却額  130,538 

貸倒引当金の増減額(△減少)  △5,451 

賞与引当金の増減額(△減少)  △26,098 

退職給付引当金の増減額(△減少) △65,331 

役員退職慰労引当金の増減額(△減少)  △1,840 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△減少)  △55,159 

受取利息及び配当金  △14,796 

支払利息  49,930 

固定資産除・売却損  11,505 

減損損失  64,773 

売上債権の増減額(△減少)  54,119 

たな卸資産の増減額(△減少)  △124,476 

支払債務の増減額(△減少) 89,426 

その他  △74,794 

小計 1,025,319 

利息及び配当金の受取額  7,986 

利息の支払額  △51,253 

法人税等の支払額  △464,096 

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,957 

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  △1,193,858 

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  △20,209 

投資有価証券の売却による収入  1,000 

投資有価証券の取得による支出  △354,800 

その他  46,010 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,258,524 

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(△減少)  △162,000 

長期借入金の調達による収入  1,950,000 

長期借入金の返済による支出  △1,113,370 

自己株式の売却による収入  50 

親会社による配当金の支払額  △130,473 

財務活動によるキャッシュ・フロー 544,206 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少) △196,361 

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中間期末残高 1,901,505 
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