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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

(1）連結経営成績     （％表示は対前年同四半期増減率）

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 33,394 △0.8 205 △21.4 100 △42.5 67 341.7

20年２月期第３四半期 33,667 △3.7 261 △10.6 174 0.6 15 －

（参考）20年２月期 45,142  511 378  97 

 

 
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 

 円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 10 17 － －

20年２月期第３四半期 2 30 － －

（参考）20年２月期 14 63 － －

（注）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。 

 

 

(2）連結財政状態 

 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２月期第３四半期 19,532 3,824 19.6 575 68 

20年２月期第３四半期 18,727 3,848 20.6 579 12 

（参考）20年２月期 18,301 3,883 21.2 584 36 

 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

21年２月期第３四半期 1,492 △492 △250 1,478 

20年２月期第３四半期 556 406 △829 936 

（参考）20年２月期 270 254 △599 729 

 

 

 

(財)財務会計基準機構会員
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２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 円 銭

21年２月期第３四半期 － － 

20年２月期第３四半期 － － 

 

 

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）  【参考】 

（％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 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 45,143 0.0 372 △27.2 249 △34.1 373 283.6 56 15

 

 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記業績予想は、平成20年４月18日に公表いたしました公表値を見直した数値であります。通期業績予想につきま

しては、平成21年１月14日公表の「平成21年２月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

 なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。 
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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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機の影響や急

激に進む円高等により企業収益の悪化や個人消費の減速が一段と鮮明となり、景気の現状はもとより今後の先行きにつ

きましても大変に厳しさが増しております。 

 北海道内におきます景気判断は、その基盤となる１次産業の不振や公共投資の減少などによる影響が色濃く、雇用や

所得の面で全国的判断とは格差が大きく長期にわたりまして低迷が続いております。 

 流通小売業を取り巻く環境につきましては、今年度も食の安全を脅かす不祥事が相変わらず発生していること、また

この春先より続きました食料品原材料の高騰に伴う小売価格の上昇には一服感があるものの、夏場以降急速に節約や買

い控えといった消費行動が顕著となり、生活防衛が一段と進むなか、買上単価や客単価の減少となって表われ大変と厳

しい状況のまま推移いたしました。 

 当社グループでは、年間商品販売計画や販売促進の強化に努め、価格やサービスの面において競合他社との対抗策を

推進する一方、在庫状況の改善やロスの削減に努めることで利益率の確保に力を注いでまいりました。 

 管理面におきましては、販売促進費、水道光熱費、消耗品費などで大幅な負担増となりましたものの、適正人員配置

の見直し策を継続したことにより人件費につきましては幾分の減少となるなど、一般管理費トータルといたしましては、

前年同期間対比とほぼ同等の水準となり、費用の削減に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期の連結業績は、売上高は33,394百万円（前年同期間対比99.2％）、経常利益は100百万円（前

年同期間対比73百万円減）、四半期純利益は67百万円（前年同期間対比52百万円増）となりました。 

 なお、当第３四半期中において閉鎖店舗はなく、平成20年９月12日北海道岩内郡岩内町に新規店舗を出店しておりま

す。平成20年11月30日現在店舗数は31店舗となっております。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較し1,230百万円増加し19,532百万円となりました。この増加

の要因は主に現金及び預金の増加748百万円と有形固定資産の増加413百万円などによるものであります。 

 

（負債の部） 

 当第３四半期末の総負債は、前連結会計年度末と比較し1,290百万円増加し15,708百万円となりました。この増加

の要因は主に支払手形及び買掛金の増加1,114百万円と短期借入金の増加849百万円などによるものであります。 

 

（純資産の部） 

 当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末と比較し59百万円減少し3,824百万円となりました。この減少の要

因は主に利益剰余金の増加１百万円に対して、その他有価証券評価差額金59百万円の減少などによるものであります。 
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(2）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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て748百万円増

加し、1,478百万円となりました。 

 

（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1,492百万円（前年同期比268.4％増）となりました。これは主に資金の増加要因と

して税金等調整前四半期純利益134百万円、減価償却費227百万円、賞与引当金の増加額247百万円、仕入債務の増加

額1,119百万円、資金の減少要因として貸倒引当金の減少額19百万円、売上債権の増加額101百万円、たな卸資産の増

加額179百万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） 

 投資活動の結果支出した資金は492百万円（前年同期は406百万円の獲得）となりました。これは主に差入保証金の

減少による収入が158百万円であったことに対し、有形固定資産の取得による支出が645百万円であったことなどによ

るものであります。 

 なお、定期預金の払戻しによる収入1,390百万円及び定期預金の預入れによる支出1,390百万円は預け替えによるも

のであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は250百万円（前年同期は829百万円の支出）となりました。これは短期借入金の増減

額が849百万円であったことに対して、長期借入金の返済による支出が1,033百万円、配当金の支払額が66百万円あっ

たことなど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 

 平成20年４月18日に公表いたしました通期業績予想（連結・個別）につきましては、本第３四半期財務・業績の概況

と合わせまして同日付にて業績予想の修正を公表いたしましたので、詳細はそちらをご参照下さい。 

 

 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

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。 

 

(3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第３四半期末 

当四半期 
平成21年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

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 1,906,611 2,448,005 541,394 28.4 1,699,055

 ２．受取手形及び売掛金 241,057 326,122 85,064 35.3 224,576

 ３．たな卸資産 1,908,823 1,875,398 △33,425 △1.8 1,695,748

 ４．繰延税金資産 93,499 87,562 △5,937 △6.4 87,623

 ５．その他 445,930 450,938 5,008 1.1 487,216

   貸倒引当金 △6 △30 △24 － △30

  流動資産合計 4,595,916 5,187,997 592,080 12.9 4,194,191

Ⅱ 固定資産  

 １．有形固定資産  

  (1）建物及び構築物 3,683,923 4,015,269 331,345 9.0 3,614,346

  (2）車輛運搬具 978 823 △155 △15.9 966

  (3）土地 6,961,052 7,135,055 174,002 2.5 7,133,063

  (4）建設仮勘定 － 6,051 6,051 － 9,432

  (5）その他 57,267 72,866 15,599 27.2 59,016

   有形固定資産合計 10,703,222 11,230,065 526,842 4.9 10,816,824

 ２．無形固定資産  

  (1）ソフトウェア 3,748 6,489 2,740 73.1 3,173

  (2）電話加入権 18,665 18,665 － － 18,665

   無形固定資産合計 22,414 25,154 2,740 12.2 21,839

 ３．投資その他の資産  

  (1）投資有価証券 394,895 203,844 △191,050 △48.4 318,205

  (2）繰延税金資産 446,530 466,382 19,852 4.5 427,065

  (3）差入保証金 2,662,297 2,494,471 △167,825 △6.3 2,620,752

  (4）その他 167,475 171,353 3,877 2.3 168,521

    貸倒引当金 △265,572 △246,536 19,036 － △265,572

   投資その他の資産合計 3,405,626 3,089,515 △316,110 △9.3 3,268,972

  固定資産合計 14,131,263 14,344,735 213,472 1.5 14,107,636

Ⅲ 繰延資産 600 － △600 － －

  資産合計 18,727,779 19,532,732 804,953 4.3 18,301,827
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（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第３四半期末 

当四半期 
平成21年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

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 3,243,736 3,920,281 676,544 20.9 2,805,614

 ２．短期借入金 3,260,316 4,581,950 1,321,634 40.5 3,732,497

 ３．１年以内返済予定の長期借入金 954,912 741,463 △213,449 △22.4 897,936

 ４．未払法人税等 61,346 73,268 11,922 19.4 62,596

 ５．賞与引当金 381,118 388,234 7,116 1.9 140,872

 ６．その他 872,476 995,085 122,608 14.1 879,780

  流動負債合計 8,773,905 10,700,282 1,926,377 22.0 8,519,296

Ⅱ 固定負債  

 １．社債 600,000 600,000 － － 600,000

 ２．長期借入金 3,959,613 2,897,501 △1,062,112 △26.8 3,774,111

 ３．繰延税金負債 5,539 － △5,539 － －

 ４．退職給付引当金 764,795 774,778 9,983 1.3 755,304

 ５．役員退職慰労引当金 289,239 289,493 254 0.1 293,736

 ６．その他 485,981 446,304 △39,676 △8.2 475,814

  固定負債合計 6,105,167 5,008,076 △1,097,090 △18.0 5,898,966

  負債合計 14,879,073 15,708,359 829,286 5.6 14,418,263

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １．資本金 641,808 641,808 － － 641,808

 ２．資本剰余金 465,258 465,258 － － 465,258

 ３．利益剰余金 2,647,593 2,730,708 83,114 3.1 2,729,554

 ４．自己株式 － △1,043 △1,043 － －

  株主資本合計 3,754,660 3,836,731 82,071 2.2 3,836,621

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 94,045 △12,358 △106,404 － 46,942

  評価・換算差額等合計 94,045 △12,358 △106,404 － 46,942

  純資産合計 3,848,705 3,824,373 △24,332 △0.6 3,883,564

  負債純資産合計 18,727,779 19,532,732 804,953 4.3 18,301,827
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第３四半期 

当四半期 
平成21年２月期

第３四半期 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

科   目 

金   額 金   額 金   額 増減率 金   額 

  

Ⅰ 売上高 33,667,458 33,394,527 △272,931 △0.8 45,142,196

Ⅱ 売上原価 25,353,025 25,131,754 △221,270 △0.9 33,896,697

売上総利益 8,314,433 8,262,773 △51,660 △0.6 11,245,499

Ⅲ 営業収入 831,512 823,873 △7,638 △0.9 1,104,186

営業総利益 9,145,945 9,086,646 △59,298 △0.7 12,349,686

Ⅳ 販売費及び一般管理費 8,884,624 8,881,319 △3,304 △0.0 11,838,320

営業利益 261,321 205,327 △55,994 △21.4 511,365

Ⅴ 営業外収益 68,349 46,915 △21,434 △31.4 72,938

Ⅵ 営業外費用 155,640 152,116 △3,523 △2.3 205,705

経常利益 174,031 100,126 △73,905 △42.5 378,599

Ⅶ 特別利益 7,514 42,711 35,196 468.4 10,122

Ⅷ 特別損失 103,558 8,485 △95,072 △91.8 115,877

税金等調整前四半期（当期）

純利益 
77,987 134,351 56,364 72.3 272,843

税金費用 62,680 66,740 4,059 6.5 175,576

四半期(当期)純利益 15,306 67,611 52,304 341.7 97,267

  

 

 

 

 



北雄ラッキー株式会社（2747） 平成21年２月期第３四半期財務・業績の概況 

 －８－

(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） （単位：千円）

 株  主  資  本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本 

合  計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成19年２月28日残高 641,808 465,258 2,698,744 3,805,811 117,713 117,713 3,923,525

第３四半期連結会計

期間中の変動額 
   

剰余金の配当  △66,457 △66,457   △66,457

四半期純利益  15,306 15,306   15,306

株主資本以外の項

目の第３四半期連

結会計期間中の変

動額（純額） 

 △23,668 △23,668 △23,668

第３四半期連結会計

期間中の変動額合計 
－ － △51,151 △51,151 △23,668 △23,668 △74,819

平成19年11月30日残高 641,808 465,258 2,647,593 3,754,660 94,045 94,045 3,848,705

 

当第３四半期（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） （単位：千円）

 株  主  資  本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本

合  計

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成20年２月29日残高 641,808 465,258 2,729,554 － 3,836,621 46,942 46,942 3,883,564

第３四半期連結会計

期間中の変動額 
    

剰余金の配当   △66,457 △66,457   △66,457

四半期純利益   67,611 67,611   67,611

自己株式の取得   △1,043 △1,043   △1,043

株主資本以外の項

目の第３四半期連

結会計期間中の変

動額（純額） 

  △59,301 △59,301 △59,301

第３四半期連結会計

期間中の変動額合計 
－ － 1,153 △1,043 110 △59,301 △59,301 △59,191

平成20年11月30日残高 641,808 465,258 2,730,708 △1,043 3,836,731 △12,358 △12,358 3,824,373
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前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） （単位：千円）

 株  主  資  本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本 

合  計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成19年２月28日残高 641,808 465,258 2,698,744 3,805,811 117,713 117,713 3,923,525

連結会計年度中の変

動額 
   

剰余金の配当  △66,457 △66,457   △66,457

当期純利益  97,267 97,267   97,267

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の変動額（純額） 

 △70,771 △70,771 △70,771

連結会計年度中の変

動額合計 
－ － 30,810 30,810 △70,771 △70,771 △39,961

平成20年２月29日残高 641,808 465,258 2,729,554 3,836,621 46,942 46,942 3,883,564
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考） 

平成20年２月期 科   目 

金    額 金    額 金    額 

    

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益 77,987 134,351 272,843 

減価償却費 219,200 227,983 293,536 

長期前払費用償却費等 9,086 8,537 12,167 

減損損失 394 5,704 394 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 62,480 △19,036 62,504 

賞与引当金の増減額（減少：△） 243,239 247,362 2,993 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 10,512 19,473 1,022 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 11,984 △4,243 16,481 

受取利息及び受取配当金 △14,812 △13,958 △20,848 

その他の営業外収益 △53,536 △32,956 △52,090 

支払利息 148,045 147,712 196,745 

その他の営業外費用 7,594 4,404 8,960 

固定資産売却益 △85 － △85 

固定資産売却損 － 1,984 － 

固定資産除却損 9,640 796 10,537 

投資有価証券売却益 △7,100 △23,674 △7,100 

売上債権の増減額（増加：△） △40,945 △101,545 △24,463 

たな卸資産の増減額（増加：△） △183,047 △179,649 30,027 

仕入債務の増減額（減少：△） 352,449 1,119,904 △81,959 

未払消費税等の増減額（減少：△） △31,517 △30,028 △17,090 

預り保証金の増減額（減少：△） △13,107 △20,814 △19,382 

その他 1,634 166,410 △38,607 

小計 810,098 1,658,717 646,585 

利息及び配当金の受取額 11,478 10,789 16,464 

その他営業外収益の受取額 48,579 27,719 43,420 

利息の支払額 △151,707 △151,029 △198,210 

その他営業外費用の支払額 △5,794 △4,404 △6,560 

法人税等の支払額 △156,611 △49,526 △230,825 

営業活動によるキャッシュ・フロー 556,043 1,492,267 270,873 
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（単位：千円） 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考） 

平成20年２月期 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 △1,540,000 △1,390,000 △1,990,000 

定期預金の払戻による収入 1,720,000 1,390,000 2,170,000 

有形固定資産の取得による支出 △87,930 △645,855 △276,189 

有形固定資産の売却による収入 142 700 142 

無形固定資産の取得による支出 － △4,950 － 

投資有価証券の取得による支出 △22,417 △959 △22,872 

投資有価証券の売却による収入 57,100 40,376 57,100 

差入保証金の増加による支出 △46,752 △29,133 △47,163 

差入保証金の減少による収入 279,152 158,795 322,292 

長期前払費用の増加による支出 △2,132 △1,038 △2,132 

その他 49,088 △10,473 43,060 

投資活動によるキャッシュ・フロー 406,250 △492,537 254,238 

    

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：△） △682,091 849,453 △209,910 

長期借入による収入 900,000 － 900,000 

長期借入金の返済による支出 △980,804 △1,033,083 △1,223,282 

自己株式の取得による支出 － △1,043 － 

配当金の支払額 △66,215 △66,106 △66,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー △829,111 △250,779 △599,484 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 133,182 748,950 △74,373 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 803,428 729,055 803,428 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高 936,611 1,478,005 729,055 
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(5）事業部門別販売実績 

当第３四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20年２月期 第３四半期 平成21年２月期 第３四半期 （参考）平成20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 
33,407,295 99.2 33,150,886 99.3 44,792,875 99.2 

その他の事業部門 260,163 0.8 243,640 0.7 349,320 0.8 

計 33,667,458 100.0 33,394,527 100.0 45,142,196 100.0 

 

 


