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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 174,132 ― 2,283 ― 2,490 ― 829 ―
20年3月期第3四半期 173,456 3.2 2,306 △5.5 2,556 △2.7 366 △65.7

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 17.85 ―
20年3月期第3四半期 7.89 ―

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 90,582 42,638 47.0 915.46
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3四半期  42,534百万円 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  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 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.その他をご覧下さい。]  

(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 
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
的情報をご覧下さい。 
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3四半期  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3四半期  5,919,507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3四半期  46,468,001株 20年3月期第3四半期  46,483,536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 ：無 

  

（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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融市場の混乱による世界的な景気悪化が顕在化す
るなか、円高・株安が企業収益を圧迫し、さらに雇用環境も悪化するなど、国内の景気後退が顕著になっ
てまいりました。小売業界におきましても、雇用不安や食の安全性への懸念が個人消費へ大きく影響し、
業種業態を超えた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。 
 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループ小売事業の状況は、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、当期から始まった新中期２カ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取り組むとともに、経営理念である「すこやけくの実現」を目指し、他社との
差別化策の確立に努めております。 
 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」の開発に取り組み、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や商品
構成を見直し、惣菜分類の強化を進めました。 
 設備投資では、平成20年11月に横浜西寺尾店（横浜市神奈川区）、同年12月に八王子中野店（東京都八
王子市、スクラップ＆ビルド）を新設いたしました。また、19店舗で惣菜売場の拡大強化をはかるととも
に、省力化什器導入などを実施し、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３四半期連結累計期間の経営成績は、スーパーマーケット事業が既存店売上高前年
同期比1.0%の減収になったものの、ドラッグストア事業が同比1.7%の増収になったことから、連結営業収
益は1,741億32百万円（前年同期比0.4%増）となりましたが、販売費及び一般管理費が前年同期に比べ３
億33百万円増加したことにより、連結営業利益は22億83百万円(同比1.0%減)、経常利益24億90百万円（同
比2.6%減）になりました。また、減損損失など特別損失６億32百万円を計上した結果、四半期純利益は８
億29百万円（同比126.2%増、前期に減損損失など特別損失16億47百万円を計上した影響）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３四半期末は、前連結会計年度末に比べ総資産が145億52百万円増加しました。これは、当第３四
半期末日が金融機関休業日であったため、買掛金などの未払債務および手元流動性資金が両建てで膨らん
でいることが主たる原因であり、その影響額は115億31百万円です。そのほか、固定資産は２億45百万円
増加、長短借入金は返済と借り換えを行った結果、あわせて３億24百万円減少しております。なお、負債
総額は147億10百万円増加し、純資産が１億58百万円減少した結果、自己資本比率は9.2ポイント減少し
47.0％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などへの投資として、32億57百万円を支出いた
しました。 
  

当社グループの業績は概ね計画どおりに推移しており、平成20年10月28日公表の業績予想数値に修正は
ありません。 
 なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したもであり、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。 

  

【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８百万円減少し、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 13,605 4,779

売掛金 1,895 997

有価証券 12,699 7,697

商品及び製品 7,365 6,685

仕掛品 14 9

原材料及び貯蔵品 363 264

その他 4,328 5,514

貸倒引当金 △24 △5

流動資産合計 40,248 25,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,371 11,176

土地 13,901 13,722

その他（純額） 3,150 2,726

有形固定資産合計 28,423 27,624

無形固定資産 2,787 2,948

投資その他の資産   

投資有価証券 4,625 5,193

差入保証金 11,906 12,124

その他 2,593 2,198

貸倒引当金 △3 △1

投資その他の資産合計 19,122 19,514

固定資産合計 50,333 50,088

資産合計 90,582 76,030

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,746 14,213

短期借入金 622 －

1年内返済予定の長期借入金 2,337 3,877

未払法人税等 250 785

その他 9,003 6,893

流動負債合計 39,960 25,769

固定負債   

社債 400 400

長期借入金 4,463 3,869

退職給付引当金 984 940

その他 2,134 2,251

固定負債合計 7,982 7,462

負債合計 47,943 33,232
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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) 

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 24,983 24,851

自己株式 △6,097 △6,087

株主資本合計 41,465 41,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,068 1,373

評価・換算差額等合計 1,068 1,373

少数株主持分 104 80

純資産合計 42,638 42,797

負債純資産合計 90,582 76,030
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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) 

営業収益 174,132

売上高 168,491

売上原価 123,638

売上総利益 44,853

営業収入 5,641

営業総利益 50,494

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 19,871

地代家賃 6,896

退職給付費用 1,008

貸倒引当金繰入額 9

その他 20,425

販売費及び一般管理費合計 48,211

営業利益 2,283

営業外収益  

受取利息 160

受取配当金 67

その他 117

営業外収益合計 345

営業外費用  

支払利息 117

その他 21

営業外費用合計 138

経常利益 2,490

特別損失  

固定資産処分損 37

減損損失 400

たな卸資産評価損 144

投資有価証券評価損 51

特別損失合計 632

税金等調整前四半期純利益 1,857

法人税、住民税及び事業税 574

法人税等調整額 429

法人税等合計 1,004

少数株主利益 24

四半期純利益 829
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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 1,857

減価償却費 2,040

減損損失 400

投資有価証券評価損益（△は益） 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44

受取利息及び受取配当金 △228

支払利息 117

固定資産処分損益（△は益） 35

売上債権の増減額（△は増加） △898

たな卸資産の増減額（△は増加） △786

仕入債務の増減額（△は減少） 13,532

その他 2,215

小計 18,400

利息及び配当金の受取額 218

利息の支払額 △120

法人税等の支払額 △1,054

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,444

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 △2,437

無形固定資産の取得による支出 △160

投資有価証券の取得による支出 △1

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 67

差入保証金の差入による支出 △659

差入保証金の回収による収入 592

その他 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,065

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 622

長期借入れによる収入 1,900

長期借入金の返済による支出 △2,846

配当金の支払額 △658

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,387

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 25,263
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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） 

 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） 

 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） 

 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)前四半期連結損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

「参考資料」

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)

科 目 金 額

 ［営業収益］ [173,456]

Ⅰ 売上高 168,076

Ⅱ 売上原価 123,271

   売上総利益 44,804

Ⅲ 営業収入 5,379

   営業総利益 50,184

Ⅳ 販売費及び一般管理費 47,877

   営業利益 2,306

Ⅴ 営業外収益 392

   受取利息 153

   受取配当金 58

   器具備品受贈益 55

   その他 125

Ⅵ 営業外費用 142

   支払利息 109

   その他 33

   経常利益 2,556

Ⅶ 特別利益 34

   貸倒引当金戻入益 34

Ⅷ 特別損失 1,647

   固定資産処分損 205

   減損損失 1,442

   税金等調整前四半期純利益 943

   法人税、住民税及び事業税 382

   法人税等調整額 196

   少数株主損失（△） △1

   四半期純利益 366
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(2)前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 943

   減価償却費 2,110

   減損損失 1,442

   退職給付引当金の増減額 △6

   受取利息及び受取配当金 △211

   支払利息 107

   固定資産処分損 205

   売上債権の増減額 △661

   たな卸資産の増減額 △448

   仕入債務の増減額 4,585

   未払費用の増減額 △520

   その他 1,676

   小  計 9,222

   利息及び配当金の受取額 213

   利息の支払額 △106

   役員退職慰労金の支払額 △106

   法人税等の支払額 △788

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,434

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 △5,917

   有形固定資産の売却による収入 27

   無形固定資産の取得による支出 △198

   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 1

   差入保証金の増加による支出 △268

   差入保証金の減少による収入 875

   その他 △164

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,896

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 637

   長期借入れによる収入 200

   長期借入金の返済による支出 △826

   配当金の支払額 △662

   その他 △9

  財務活動によるキャッシュ・フロー △660

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 1,877

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四半期末残高 25,784
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(1)販売実績 

   当四半期別売上高の内訳は、次のとおりであります。 

（単位：百万円）

 
（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 

   当四半期別仕入高の内訳は、次のとおりであります。 

（単位：百万円）

 
  

（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

当第１四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

区  分
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）

(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 金 額 構成比％

商品売上高

 生 鮮 食 品 31,360 57.4 31,665 57.3 33,385 57.0

 加 工 食 品 14,286 26.1 14,502 26.2 15,320 26.2

ノンフード商品 8,644 15.8 8,786 15.9 9,460 16.2

 小  計 54,291 99.3 54,954 99.4 58,167 99.4

その他売上高 377 0.7 348 0.6 353 0.6

合  計 54,668 100.0 55,302 100.0 58,520 100.0

当第１四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

区  分
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）

(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

金 額 構成比％ 金 額 構成比％ 金 額 構成比％

商品仕入高

 生 鮮 食 品 22,402 55.2 22,112 54.9 24,038 55.1

 加 工 食 品 11,380 28.0 11,229 27.9 12,507 28.7

ノンフード商品 6,589 16.2 6,686 16.6 6,784 15.6

 小  計 40,372 99.4 40,028 99.4 43,329 99.4

その他仕入高 254 0.6 247 0.6 256 0.6

合  計 40,626 100.0 40,276 100.0 43,586 100.0
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