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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年5月20日） 

(注）営業収益は四半期損益計算書の「売上高」および「営業収入」の合計を記載しております。 

(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 6,623 ― △171 ― △165 ― △175 ―
21年2月期第1四半期 7,635 △15.4 △312 ― △295 ― △302 ―

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 △7.55 ―
21年2月期第1四半期 △13.03 ―

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 15,857 9,210 58.1 397.38
21年2月期 16,371 9,384 57.3 404.88

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  9,210百万円 21年2月期  9,384百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20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 13,500 ― 20 ― 20 ― 10 ― 0.43

通期 28,000 △8.3 200 ― 200 ― 100 ― 4.31
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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、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。］ 

(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、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) 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 23,185,983株 21年2月期  23,185,983株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  7,102株 21年2月期  6,757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 23,179,039株 21年2月期第1四半期 23,179,915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.上記の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ます。 
 従いまして、予想に内在する不確定要因により、実際の数値は当該予想とは異なる場合がありますので予めご承知願います。 
2.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）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。 
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 第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年より続く世界的な景気悪化の影響を受け、企業収益

の大幅な悪化や個人消費の低迷などきわめて厳しい状況で推移いたしました。当小売業界におきまして

も、生活必需品などの一部値下げによる価格競争や消費者の節約及び低価格志向への高まりにより、依然

として経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。  

 このような状況下の中、当社は「地域社会に愛され、信頼される店作り」の経営理念を構築する為に顧

客ニーズを的確に把握し、売上確保に向けた営業活動を強化するとともに経費削減に取組み、収益の改善

に努めてまいりました。  

 店舗面におきましては、既存店舗の活性化を図るため、３月中浦和店、４月関宿店・登戸店、５月南流

山店の計４店舗を改装いたしました。一方で、３月に市原青柳店を閉鎖いたしました。  

 前期32店舗の改装を行った効果と合わせ、既存店ベースでの第1四半期来店客数は対前年比約4％増とな

りましたが、消費者の節約及び低価格志向への高まりから来店客単価は下落傾向にあり（前年比約5％

減）、収益を押し上げるまでには至りませんでした。 

以上の結果、当第1四半期の業績につきましては、売上高及び営業収入の合計（営業収益）66億2千3百万

円、営業損失1億7千1百万円、経常損失1億6千5百万円、四半期純損失1億7千5百万円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

総資産の残高は、前事業年度末に比べ5億1千4百万円減少し158億5千7百万円となりました。主に、現金

及び預金が3億6千1百万円減少するほか、短期建設協力金の回収などにより流動資産のその他が8千万円減

少しております。  

 負債の残高は、前事業年度末に比べ3億4千万円減少し66億4千6百万円となりました。主に、短期借入金

が返済により2億7千7百万円減少しております。  

 純資産の残高は、前事業年度末に比べ1億7千3百万円減少し92億1千万円となりました。 主に、第1四半

期純損失1億7千5百万円を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率は58.1％となっ

ております。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ3億6千1百万円

減少し11億8千8百万円となりました。主に短期借入金の返済によるものであります。  

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あります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 税引前四半期純損失1億6千5百万円を計上いたしましたが、非資金費用として減価償却費8千7百万円と

不動産賃借料の相殺による支払5千5百万円があった他、仕入債務が9千7百万円増加したこと等により、営

業活動によるキャッシュ・フローは2千万円の増加となりました。  

  

・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
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 関係会社株式の取得に5千万円、店舗改装に伴う有形固定資産の取得に7千4百万円を支出する一方、預

り建設協力金9千万円の受入もあり、投資活動によるキャッシュ・フローは4千7百万円減少しておりま

す。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 主に、短期借入金の返済により、財務活動によるキャッシュ・フローは3億3千4百万円減少しておりま

す。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年４月８日決算短信において公表いたしました業績予想に変更
はありません。 
  
  

  

①簡便な会計処理 

 ・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、事業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。 
②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①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)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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有する生鮮食品については、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、当第１四半期会計期間より「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、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収
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。  
 また、通常の販売目的で保有するその他の商品については、従来売価還元法による原価法によっ
ておりましたが、当第1四半期会計期間より「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、売価還元法による原価法（貸借対照表価額
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。  
 これによる営業損失、経常損失、および税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

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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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20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,218,716 1,580,142

売掛金 4,431 4,856

商品 1,098,810 1,088,746

貯蔵品 10,149 8,599

その他 556,393 637,260

貸倒引当金 △1,007 △1,136

流動資産合計 2,887,494 3,318,468

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,632,858 3,678,388

土地 3,954,505 3,954,505

その他（純額） 438,054 448,106

有形固定資産合計 8,025,418 8,081,000

無形固定資産 208,025 208,216

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,948,068 2,002,334

建設協力金 2,210,389 2,270,473

その他 677,498 590,469

貸倒引当金 △99,180 △99,001

投資その他の資産合計 4,736,775 4,764,277

固定資産合計 12,970,219 13,053,494

資産合計 15,857,713 16,371,963
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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20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,017,127 919,640

短期借入金 2,838,950 3,116,668

1年内返済予定の長期借入金 255,000 246,000

未払金 669,467 750,218

未払法人税等 19,070 61,762

賞与引当金 72,600 72,600

店舗閉鎖損失引当金 326,607 391,970

その他 133,168 117,409

流動負債合計 5,331,991 5,676,269

固定負債   

長期借入金 378,000 444,000

退職給付引当金 340,739 352,519

長期預り保証金 466,651 469,184

その他 129,561 45,280

固定負債合計 1,314,952 1,310,984

負債合計 6,646,944 6,987,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 5,625,560 5,625,560

利益剰余金 △1,389,626 △1,214,510

自己株式 △4,493 △4,458

株主資本合計 9,208,074 9,383,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,694 1,482

評価・換算差額等 2,694 1,482

純資産合計 9,210,769 9,384,709

負債純資産合計 15,857,713 16,371,963
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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２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 6,242,649

売上原価 4,907,560

売上総利益 1,335,089

営業収入 380,698

営業総利益 1,715,788

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 675,509

退職給付費用 10,500

不動産賃借料 438,369

減価償却費 87,601

その他 675,273

販売費及び一般管理費合計 1,887,253

営業損失（△） △171,465

営業外収益  

受取利息 12,518

物品売却益 7,017

その他 6,047

営業外収益合計 25,582

営業外費用  

支払利息 15,627

その他 4,306

営業外費用合計 19,933

経常損失（△） △165,816

税引前四半期純損失（△） △165,816

法人税、住民税及び事業税 9,300

法人税等調整額 －

法人税等合計 9,300

四半期純損失（△） △175,116
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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２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △165,816

減価償却費 87,601

不動産賃借料相殺額 55,479

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △28,448

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,779

受取利息及び受取配当金 △12,518

支払利息 15,627

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,615

仕入債務の増減額（△は減少） 97,486

未払消費税等の増減額（△は減少） 87,177

その他 △55,049

小計 58,144

利息及び配当金の受取額 4,196

利息の支払額 △10,805

預り保証金の増減額（△は減少） 7,020

法人税等の支払額 △37,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,781

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） △49,900

有形固定資産の取得による支出 △74,402

関係会社株式の取得による支出 △50,000

建設協力金の回収による収入 34,805

長期預り建設協力金の受入収入 90,000

その他 2,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,412

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） △277,718

長期借入金の返済による支出 △57,000

配当金の支払額 △41

自己株式の取得による支出 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,426

現金及び現金同等物の期首残高 1,550,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,188,716
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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)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。 

  

当社は、前事業年度（第47期）において、小売市場の環境変化に対応した32店舗の改装をする一方、

不採算店舗の閉鎖および一部地域からの撤退により11店舗を閉鎖すると共にコスト管理体制の強化等を

積極的に行ってまいりました。こうした施策は前年下期に集中して行っておりその効果は前第４四半期

会計期間より客数増加として表れてきておりますが、前事業年度に引き続き、当第1四半期累計期間に

おいても営業損失171,465千円、四半期純損失175,116千円を計上することとなりました。  

  

 この結果、営業損失を第45期より、また四半期（当期）純損失を第44期より連続して計上しており

「継続企業の前提に関する開示について」（日本公認会計士協会監査委員会報告74号）に基づき、当社

は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していると判断しております。  

  

 当社は、こうした状況を解消すべく期初に新事業計画を策定し、既存店舗の販売力、収益力強化に取

り組むとともにコスト構造の改善を進めております。  

 新事業計画では、以下に掲げる施策を着実に実行することにより、業績の改善スピードを上げてまい

ります。  

  

 ① 荒利の改善  

 前事業年度（第47期）は、既存店舗のうち32店舗を改装して売場改善を行うとともに、改善された売

場を維持することでお客様の満足度を高める努力をしてまいりました。今期はお客様本意の売場作りや

商品政策を実施していく過程において、各取扱い商品群ごとの値入率の見直し、各種ロスの削減、仕入

条件の見直し等を行い荒利率の改善を行っている最中であります。  

  

 ② コスト構造の改善  

 既存店舗ごとの損益状況を踏まえ、将来的な収益力の改善につき再検証を行い、その結果として、前

事業年度（第47期）に不採算店舗の閉鎖および一部地域からの撤退等で11店舗を閉鎖し、収益の改善を

図りました。今期も店舗ごとの損益状況等の管理徹底やコスト削減に注力してまいります。さらに店舗

運営を継続するか否かを機動的に判断し、不採算店舗については早急に改善策を講じてまいります。  

 一方、コスト削減のみに注力するのではなく費用対効果を検討し、効果が見込めるものについては積

極的に投資を行い収益改善に結びつけてまいります。  

 当第1四半期においては既存店舗の改装を４店舗、また、不採算店舗１店舗を閉鎖し収益の改善を図

りました。  

   

 なお、精肉部門の品揃え等の改善とローコストオペレーションの一環として前事業年度下期より立ち

上げたマルヤミートセンターにつきましては、その効果が現れてまいりましたので、19店舗から現在29

店舗に対象店舗を拡大して、さらに店舗オペレーションの効率化を進めております。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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 ③ 人材の育成  

 当社の経営理念であります「地域社会に愛され信頼される店作り」を実現させ、食の安全・安心の提

供、充実した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには直接、お客様に接する社員の知識、技

術および接客等を向上させることが大切であります。そのために教育専門コンサルタント会社と契約を

行い継続的な社員の教育、研修等を実施し顧客サービスの向上を図っております。  

  

 ④ 財務面について  

 財務面については、平成21年2月に取引金融機関より10億円の融資を受けており、さらに第2四半期会

計期間において2億円の追加融資を受ける事が確定しており財務基盤の安定、強化を図っております。 

  

 四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務

諸表には反映しておりません。  

  

  

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
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（要約）四半期損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」前年同四半期にかかる財務諸表等

科目

前年同四半期

平成21年2月期第1四半期

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 7,264

Ⅱ 売上原価 5,669

売上総利益 1,595

Ⅲ 営業収入 371

営業総利益 1,966

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,278

営業損失 312

Ⅴ 営業外収益 28

Ⅵ 営業外費用 12

経常損失 295

Ⅶ 特別利益 7

Ⅷ 特別損失 3

税引前四半期純損失 292

税金費用 10

四半期純損失 302
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