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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年2月期第1四半期 11,556 ― 252 ― 301 ― 174 ―
21年2月期第1四半期 12,741 ― 162 ― 197 ― 83 ―

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

22年2月期第1四半期 15.68 ―
21年2月期第1四半期 7.51 ―

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

22年2月期第1四半期 22,221 8,544 38.4 768.70
21年2月期 21,602 8,503 39.3 765.04

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  8,536百万円 21年2月期  8,495百万円

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

21年2月期 ― ― ― 12.00 12.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 12.00 12.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

23,340 △11.9 330 △18.3 400 △12.5 220 10.6 19.81

通期 46,680 △7.4 660 1.4 800 5.1 440 609.7 39.62
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(2) 四半期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３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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第1四半期 11,105,200株 21年2月期  11,105,200株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  598株 21年2月期  598株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 11,104,602株 21年2月期第1四半期 11,105,009株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記業績予想につきましては、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、経済状況等により実績はこれらの予想数値から乖
離する可能性があります。 
２．当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。 
３．平成21年３月１日より、株式会社ジョイスサポートの業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の総資産、営業収益、当期純利益及び利益剰余
金等は、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しており
ません。 
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当第１四半期の経済状況は、昨年来の景気低迷の影響から、依然、先行きが不透明な状態で推移いたしました。小

売業界におきましても、個人消費の伸び悩みに加え、企業間における、店舗競争や価格競争の激化などにより、厳し

い経営環境が続いております。 

このような環境の中、当社は、食品スーパーマーケット事業に経営資源を集約し、営業面の充実を図ってまいりま

した。 

お客様のライフスタイルに対応した、さまざまな食の提案ができる売場を目指し、週間単位でのメニュー提案に積

極的に取り組みました。 また、平成21年５月には「ジョイフルタウンみたけ」（岩手県盛岡市）を、テナント編成

を充実させ、地域の皆様の利便性向上と充実度を増した商業施設を目指し、グランドオープンいたしました。 

一方、お客様の価格に対する意識の高まりから、日常生活に必要な商品を中心に、約1,700品目の商品を「家計応

援価格」として選定し、値下げを実施いたしました。なお、対象商品は月ごとに見直しを図っております。 

これらの結果、営業収益（売上高とテナント収入の合計）は衣料部門の撤退や、雑貨部門の縮小などにより115億

56百万円（前年同期比9.3％減）となりましたが、荒利益率の改善や経費の抜本的な見直しにより、営業利益は２億

52百万円（同55.6％増）、経常利益は３億１百万円（同53.2％増）、四半期当期純利益は１億74百万円（同108.8％

増）となりました。 

  

当第１四半期会計期間における総資産は、前事業年度末より６億19百万円増加して222億21百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加８億16百万円などがあったことによるものです。 

負債は前事業年度末より５億78百万円増加して136億77百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によ

る減少３億４百万円などがあった一方、買掛金の増加５億43百万円などがあったことによるものです。 

純資産は、前事業年度末より40百万円増加して、85億44百万円となりました。これは主に、当第１四半期純利益の

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・フローの分析）  

営業活動によるキャッシュ・フローは13億１百万円の増加となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益２億99

百万円、減価償却費２億４百万円、仕入債務の増加額５億43百万円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは76百万円の減少となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出

55百万円、預り保証金の返還による支出32百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは４億８百万円の減少となりました。主な内訳は、長期借入金の返済のよる支

出３億４百万円、配当金の支払額１億３百万円であります。 

  

  

  平成21年４月13日公表の通期の業績予想数値に変更はございません 

  

  

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用しています。 

  

 ①四半期財務諸表作成に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14

日）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 平成19年３月14

日）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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②リース取引に関する会計基準の適用  

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成６年１月18日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期会計期間から早期適用し、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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することとしております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取り決

めがある場合には、残価保証額）とする定額法によっております。 

なお、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。 

これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

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を適用しており

ましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 最終改正平成20年９月26日）が当

第１四半期会計期間から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。これによる営業利益、経常利益

及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

④不動産賃貸料及び不動産賃貸原価の計上基準の変更  

閉鎖した店舗における不動産賃貸料及び賃貸費用については、従来、賃貸料は営業収入として、また、こ

れにかかる賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第１四半期会計期間より、賃貸料は

営業外収益の「不動産賃貸料」に、賃貸費用は営業外費用の「不動産賃貸原価」にそれぞれ計上しておりま

す。 

この変更は、事業内容の見直しによるものであります。 

これにより、営業総利益が26,345千円、営業利益が8,609千円それぞれ減少しておりますが経常利益及び

税引前四半期純利益に与える影響はありません。  
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,653,495 3,837,403

商品 1,574,197 1,711,536

貯蔵品 38,275 36,676

その他 961,220 872,054

流動資産合計 7,227,189 6,457,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,163,759 7,295,318

土地 4,811,263 4,790,444

その他（純額） 418,371 425,550

有形固定資産合計 12,393,394 12,511,313

無形固定資産 473,782 476,698

投資その他の資産 2,127,165 2,156,494

固定資産合計 14,994,343 15,144,507

資産合計 22,221,533 21,602,178

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,320,938 3,777,274

短期借入金 2,670,000 2,670,000

1年内返済予定の長期借入金 902,610 972,880

未払法人税等 132,500 69,500

賞与引当金 119,017 －

ポイント引当金 57,737 60,104

その他 1,839,532 1,646,244

流動負債合計 10,042,334 9,196,004

固定負債   

長期借入金 1,668,240 1,902,890

退職給付引当金 1,099,514 1,087,024

役員退職慰労引当金 116,522 153,501

その他 750,439 758,842

固定負債合計 3,634,716 3,902,258

負債合計 13,677,051 13,098,262
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052,272 1,052,272

資本剰余金 968,809 968,809

利益剰余金 6,537,288 6,496,415

自己株式 △284 △284

株主資本合計 8,558,085 8,517,213

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,014 △21,707

評価・換算差額等合計 △22,014 △21,707

新株予約権 8,410 8,410

純資産合計 8,544,481 8,503,916

負債純資産合計 22,221,533 21,602,178
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 11,400,431

売上原価 8,484,890

売上総利益 2,915,541

営業収入 155,913

営業総利益 3,071,455

販売費及び一般管理費 2,819,120

営業利益 252,334

営業外収益  

受取利息 1,475

受取配当金 13,530

不動産賃貸料 47,223

その他 20,481

営業外収益合計 82,711

営業外費用  

支払利息 12,018

不動産賃貸原価 17,736

その他 3,403

営業外費用合計 33,157

経常利益 301,888

特別利益  

特別利益合計 2,489

特別損失  

特別損失合計 5,216

税引前四半期純利益 299,161

法人税、住民税及び事業税 128,934

法人税等調整額 △3,901

法人税等合計 125,033

四半期純利益 174,127
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 299,161

減価償却費 204,270

受取利息及び受取配当金 △15,005

支払利息 12,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,739

未収入金の増減額（△は増加） 19,851

仕入債務の増減額（△は減少） 543,663

未払金の増減額（△は減少） 66,345

その他 122,126

小計 1,388,169

利息及び配当金の受取額 54

利息の支払額 △10,567

店舗閉鎖損失 △4,134

法人税等の支払額 △72,329

その他の収入 217

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,301,410

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 △55,634

預り保証金の返還による支出 △32,129

預り保証金の受入による収入 14,916

その他 △4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,847

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △304,920

配当金の支払額 △103,550

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 816,091

現金及び現金同等物の期首残高 3,789,903

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,605,995
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  12,604,739

Ⅱ 売上原価  9,612,004

売上総利益  2,992,734

Ⅲ 営業収入  136,578

Ⅳ 販売費及び一般管理費  2,967,166

営業利益  162,145

Ⅴ 営業外収益  51,999

Ⅵ 営業外費用  17,138

経常利益  197,006

Ⅶ 特別利益  172

Ⅷ 特別損失  48,646

税引前四半期純利益  148,532

税金費用  65,128

四半期純利益  83,404
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