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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 158,856 ― 7,052 ― 7,111 ― 4,184 ―

20年3月期第3四半期 151,873 6.3 6,288 12.1 6,272 12.4 3,542 10.7

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3四半期 215.53 ―

20年3月期第3四半期 184.54 ―

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3四半期 68,099 31,771 46.4 1,628.10
20年3月期 65,302 28,511 43.3 1,456.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  31,611百万円 20年3月期  28,273百万円

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 ― 18.00 ― 22.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 40.00

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  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

通期 209,200 3.4 8,050 3.0 8,000 2.5 4,360 3.1 224.55

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予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる可能性があります。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  20,006,861株 20年3月期  20,006,861株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  590,626株 20年3月期  589,676株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  19,416,736株 20年3月期第3四半期  19,194,844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３四半期連結累計期間の我が国経済は、米国に端を発した金融危機が世界的に広がるなか実

体経済へも深刻な影響が波及しており、輸出企業中心に急速に業績が悪化し、非正規労働者の雇用

が社会問題化するなど景気の落込みが懸念されております。 

スーパーマーケット業界におきましては、景気悪化による雇用問題や可処分所得の減少などから

生活防衛意識が高まり、価格志向が進んでおり円高還元セールやプライベートブランド商品の値下

げなど価格競争が一層激化しております。 

このような環境のなか、当社グループは、スーパーマーケット事業部門におきまして、10月以降、

100店舗記念セールを軸に販促を強化するとともに、新店３店舗の開設、既存店９店舗の改装および

１店舗の閉鎖を実施するなど営業の強化を図りました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は158,856百万円（前年同期比4.6％増）、営業

利益は7,052百万円（同12.1％増）、経常利益は7,111百万円（同13.4％増）、四半期純利益は4,184

百万円（同18.1％増）となりました。 

 

事業部門別の営業の状況は以下のとおりです。なお、会員制宅配事業部門の㈱フレッシュヤオコ

ーにつきましては、稼働会員数が年々減少していくなか、今後の事業展望が見込めないことから、

12月30日をもって解散いたしました。 

 

〔スーパーマーケット事業部門〕 
当第３四半期連結累計期間は、第５次中期経営計画の最終年度として、その基本経営戦略に基づ

き、以下の具体的な目標（通期）を設定し取組んでまいりました。 

イ．販売計画の充実 

ロ．顧客目線での商品開発、ストアブランドづくり 

ハ．時間帯ＭＤ（マーチャンダイジング：商品計画全般）の徹底 

ニ．チームで仕事、「感動と笑顔の祭典」の横展開 

ホ．100店舗に向け新店の成功 

販売面におきましては、お客様の価格志向に対応して、購買頻度の高い商品を中心に販促の強化

など価格対策を実施いたしました。また、100店舗目となりました岩槻西町店の開店に合せまして

10月１日より100店舗記念セールを行うとともに歳末商戦に合せて12月からも同セールの第２弾を

実施いたしました。 

商品面につきましては、生鮮部門において、青果の物流の見直しや精肉におけるオーストラリア

ビーフのブランド化などに注力いたしました。グロッサリー部門においては、鍋つゆ、コーンスー

プ、緑茶ティーバックなどのプライベートブランド商品（当社では「The Marketplace」とネーミ

ングしております。）を新たに投入する一方で大幅な見直しも実施いたしました。デリカ部門にお

いては、主力商品の一つであります手づくりおはぎの餡の自家製造を開始するなど、鮮度や美味し

さの強化を図りながら従来から取組んでおります各種ショップの確立・推進に努力してまいりまし

た。 

食の安全・安心に関しましては、各店の衛生点検の強化、適正表示の徹底、プライベートブラン

ド商品を中心とした商品仕様書の整備と食品工場の点検等必要な対策を推進しております。 

店舗につきましては、４月に四街道店（千葉県四街道市）、10月に岩槻西町店（埼玉県さいたま

市）、11月に高崎飯塚店（群馬県高崎市）を開設するとともに、お客様の支持の高い鮮魚の対面コ

ーナー、惣菜の鉄板焼コーナーの導入などを中心として９店舗の店舗改装を実施いたしました。一

方で、店舗の収益効率等の観点から11月には若葉店（埼玉県鶴ヶ島市）を閉店いたしました。この

結果、当第３四半期連結累計期間末の店舗数は、埼玉県64店舗、千葉県12店舗、茨城県９店舗、群

馬県９店舗、栃木県５店舗、東京都１店舗の計100店舗となりました。 
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以上によりまして、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は148,568百万円（前年同期

比6.6％増）、営業利益は6,713百万円（同13.5％増）となり、おかげさまで既存店の売上高が期中

を通して昨年実績を上回るなど順調に推移いたしました。 

 
〔カルチャー事業部門〕 

カルチャー事業部門の㈱ワイシーシーにつきましては、当社が保有しておりました同社の全株式

を９月30日にブックオフコーポレーション㈱に売却いたしました。この結果、当第３四半期連結累

計期間の業績は同日までの実績となっておりますが、営業収益は4,272百万円、営業利益は100百万

円となりました。 

 
〔調剤薬局事業部門〕 

調剤薬局事業部門の㈱日本アポックにつきましては、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業

収益は5,692百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益は薬価改定により240百万円（同26.8％減）

となりました。(12月末現在店舗総数34店) 

 
〔会員制宅配事業部門〕 

会員制宅配事業部門の㈱フレッシュヤオコーにつきましては、当第３四半期連結累計期間の営業

収益は324百万円（前年同期比21.4％減）、営業利益は△2百万円（前年同期実績2百万円）となり

ました。なお、㈱フレッシュヤオコーは、稼働会員数が年々減少していくなか、宅配料金の見直し

などに取組み、前期決算において黒字化いたしましたが、今後の事業展望が見込めないことから、

12月30日をもって解散いたしました。 

 
※なお、文中の前年同期増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より2,796百万円増加して

68,099百万円となりました。これは主に、土地の取得による有形固定資産の増加と現金及び預金の

増加によるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より463百万円減少して36,327

百万円となりました。これは主に、借入金の減少によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より3,260百万円増加して

31,771百万円となりました。これは主に、四半期純利益(累計)の計上による利益剰余金の増加によ

るものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、7,411百万円（前連結会計年度末

比1,483百万円の増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

です。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,701百万円の増加となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益（累計）及び減価償却費の計上によるものです。 

②投資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・フローは、3,140百万円の減少となりました。これは主に、新

規店舗の開設等に伴う有形固定資産の取得によるものです。 
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③財務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・フローは、1,076百万円の減少となりました。これは主に、配

当金の支払によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

スーパーマーケット業界においては、引き続き価格競争の激化が予想されるなど厳しい経営環境

が予想されます。当社は第５次中期経営計画の最終年度として、その経営目標の実現に向けて取組

んでおり、当第３四半期連結累計期間の業績については、概ね予定通りに推移していることから、

通期の業績予想につきましては、平成20年５月７日に公表した期初の予想を変更しておりません。 

 

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 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の子会社において、実地棚卸を

省略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方

法によっております。 

②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いては、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、従来、主として売価還元法による原価法に

よっておりましたが、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 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による

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）により算定して

おります。なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,478 6,025

売掛金 1,939 1,636

商品 4,541 5,022

半製品 16 8

原材料 169 98

繰延税金資産 530 1,015

その他 4,045 3,344

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 18,721 17,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,370 16,775

土地 12,354 10,104

その他（純額） 1,958 2,002

有形固定資産合計 30,682 28,882

無形固定資産 1,230 1,292

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,055 960

差入保証金 13,758 14,454

その他 2,650 2,563

投資その他の資産合計 17,464 17,977

固定資産合計 49,377 48,152

資産合計 68,099 65,302
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,497 12,230

短期借入金 800 2,050

1年内返済予定の長期借入金 2,266 2,041

未払費用 4,702 4,061

未払法人税等 1,164 1,911

賞与引当金 827 1,709

商品券回収損引当金 17 18

その他 756 973

流動負債合計 25,031 24,996

固定負債   

長期借入金 3,721 4,588

再評価に係る繰延税金負債 68 87

退職給付引当金 1,239 1,245

役員退職慰労引当金 250 269

預り保証金 5,443 5,054

その他 571 549

固定負債合計 11,296 11,794

負債合計 36,327 36,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,199 4,199

資本剰余金 3,606 3,606

利益剰余金 30,179 27,138

自己株式 △1,381 △1,377

株主資本合計 36,604 33,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 26

土地再評価差額金 △4,991 △5,320

評価・換算差額等合計 △4,992 △5,293

少数株主持分 160 237

純資産合計 31,771 28,511

負債純資産合計 68,099 65,302
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(2)四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 152,407

売上原価 108,743

売上総利益 43,664

営業収入 6,449

営業総利益 50,113

販売費及び一般管理費  

配送費 2,924

広告宣伝費 1,479

給料及び手当 18,770

賞与引当金繰入額 900

退職給付費用 860

水道光熱費 2,569

地代家賃 5,359

減価償却費 1,757

その他 8,438

販売費及び一般管理費合計 43,060

営業利益 7,052

営業外収益  

受取利息 144

受取配当金 4

その他 51

営業外収益合計 199

営業外費用  

支払利息 132

その他 8

営業外費用合計 141

経常利益 7,111

特別利益  

関係会社株式売却益 557

その他 40

特別利益合計 597

特別損失  

減損損失 286

その他 198

特別損失合計 485

税金等調整前四半期純利益 7,224

法人税、住民税及び事業税 2,726

法人税等調整額 283

法人税等合計 3,010

少数株主利益 28

四半期純利益 4,184
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 7,224

減価償却費 1,767

減損損失 286

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18

受取利息及び受取配当金 △148

支払利息 132

固定資産除却損 46

関係会社株式売却損益（△は益） △557

売上債権の増減額（△は増加） △337

たな卸資産の増減額（△は増加） △798

仕入債務の増減額（△は減少） 2,680

未払又は未収消費税等の増減額 162

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 108

その他 △1,325

小計 9,216

利息及び配当金の受取額 47

利息の支払額 △95

法人税等の支払額 △3,466

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,701

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 △1,990

定期預金の払戻による収入 2,020

有形固定資産の取得による支出 △4,114

有形固定資産の売却による収入 20

投資有価証券の取得による支出 △208

投資有価証券の売却及び償還による収入 103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

789

差入保証金の差入による支出 △381

差入保証金の回収による収入 754

その他 △135

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,140
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

長期借入れによる収入 1,400

長期借入金の返済による支出 △1,942

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △815

少数株主への配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,483

現金及び現金同等物の期首残高 5,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,411
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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) 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。 
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【参考】 

 

＜前年同四半期に係る財務諸表＞ 

(1) 四半期連結損益計算書 

                     （単位：百万円） 

科 目 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日）

金 額 

Ⅰ 売上高 145,865

Ⅱ 売上原価 104,175

売上総利益 41,689

Ⅲ 営業収入 6,008

営業総利益 47,697

Ⅳ 販売費及び一般管理費 41,409

営業利益 6,288

Ⅴ 営業外収益 

 受取利息及び配当金 143

 その他 55

 営業外収益合計 198

Ⅵ 営業外費用 

 支払利息 156

 その他 58

 営業外費用合計 214

経常利益 6,272

Ⅶ 特別利益 157

Ⅷ 特別損失 118

税金等調整前四半期純利益 6,310

法人税、住民税及び事業税 2,470

法人税等調整額 258

少数株主利益 39

四半期純利益 3,542
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                       （単位：百万円） 

 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31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利益 6,310

   減価償却費 1,862

   退職給付引当金の増加額 52

役員退職慰労引当金の増加額（又は減少額） △288

   受取利息及び受取配当金 △143

   支払利息 156

   売上債権の増加額 △348

   たな卸資産の増加額 △474

   仕入債務の増加額 3,908

   有形固定資産除却損 8

預り保証金・敷金の増加額（又は減少額） 250

未払消費税等の増加額（又は減少額） △316

   その他 △2,592

    小計 8,386

   利息及び配当金の受取額 46

   利息の支払額 △115

   法人税等の支払額 △2,527

  営業活動によるキャッシュ・フロー 5,789

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 △90

   定期預金の払戻による収入 120

   有形固定資産の取得による支出 △3,768

   有形固定資産等の売却による収入 0

   その他固定資産の取得による支出 △81

   その他 △187

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,006
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                             （単位：百万円） 

 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日）

区分 金額 

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 2,070

   長期借入金の返済による支出 △2,129

   自己株式売却による収入 0

   自己株式取得による支出 △1

   配当金の支払額 △1,292

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,353

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 428

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,379

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 6,807
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