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

売上高 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 25,512 ― 719 ― 762 ― 388 ―

21年2月期第1四半期 24,087 11.3 1,013 34.8 1,051 34.8 596 43.3

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 18.63 ―

21年2月期第1四半期 28.58 ―

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 52,130 27,516 52.8 1,318.62
21年2月期 51,597 27,383 53.1 1,312.24

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  27,516百万円 21年2月期  27,383百万円

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  

平成22年2月期の第2四半期末配当金の内訳 普通配当 12円00銭 記念配当 4円00銭 

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 24.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想） 16.00 ― 12.00 28.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間 52,538 ― 2,298 ― 2,356 ― 1,189 ― 57.00

通期 105,532 6.4 4,342 5.0 4,483 4.3 2,375 5.0 113.83
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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、実際の実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。 
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） 22年2月期第1四半期 20,867,800株 21年2月期  20,867,800株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  394株 21年2月期  354株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 20,867,410株 21年2月期第1四半期 20,867,496株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の後退により企業業績は低迷し、雇用

情勢や所得環境の先行き不安から、消費者は節約志向を強めており、厳しい経営環境が続いております。

 このような状況の中で当企業集団は、消費者の生活防衛意識に応えるべく、購買頻度の高い商品群の価

格強化並びに売場づくりの活性化を推進いたしました。 

 販売促進強化策である「恒例99円均一企画」を週１日から週２日へ、実施店舗を順次拡大いたしており

ます。平成21年３月には、当社株式が平成21年２月24日に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されたこ

とから、お客様の永年にわたるご愛顧に対して「東証一部上場謝恩キャンペーン」と題し、当社商品券プ

レゼント企画を実施いたしました。また、平成21年４月からは、消費頻度が高い商品を期間限定ならでは

のお買得価格で提供する「月間得値」を約1,000品目に拡大し、普段の生活に欠かせない生活必需品を毎

日低価格で提供する「毎日得価」、イオングループのプライベートブランド商品である「トップバリュ」

と併せ拡販を推進し、消費者の節約志向を強力にサポートしております。 

 店舗展開につきましては、平成21年３月埼玉県川口市に「川口差間店」を新規出店するとともに、競争

力の強化及び当社が目指す標準化の推進のため、既存店２店舗の改装を実施いたしました。 

 一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」は、自社開発商品の製造及び管理体制の充実を行

い、店舗作業の軽減及び利益貢献を図りました。また、「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及び

販売用資材等の供給や清掃作業等、当企業集団のサービス業務の強化に取り組んでおります。 

 これらの結果、当第１四半期の連結業績は、売上高25,512百万円、営業収入を含む営業収益26,533百万

円、営業利益719百万円、経常利益762百万円、四半期純利益388百万円となりました。 

  
   

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末と比べ533百万円増加し、52,130百万円となりました。この主な要因

は、現金及び預金の増加によるものであります。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末と比べ399百万円増加し、24,614百万円となりました。この主な要因は、

買掛金の増加によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ133百万円増加し、27,516百万円となりました。この主な要因

は、利益剰余金の増加によるものであります。  

    

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ692百万円増加し、3,838百

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、2,140百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加及び税金

等調整前四半期純利益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）  

 投資活動の結果使用した資金は、1,036百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

るものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、411百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるも

のであります。     

  
   

平成22年２月期の業績予想につきましては、平成21年４月９日に発表いたしました第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に特段の変更はありません。 

・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、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。  

  

②四半期連結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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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」(企業会計基準委員

会 平成19年３月14日 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準に

ついては、従来、商品（グロサリー）は売価還元原価法による原価法、商品（生鮮・その他）は最

終仕入原価法による原価法によっておりましたが、それぞれ売価還元原価法による原価法（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）、最終仕入原価法による原価法（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）に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 平成20年度の法人税法の改正（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23

号）に伴い、当第１四半期連結会計期間より、機械及び装置について耐用年数の変更を行っており

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

    (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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,838 3,146

売掛金 137 86

商品及び製品 2,735 2,779

仕掛品 5 5

原材料及び貯蔵品 87 86

繰延税金資産 543 446

その他 714 1,460

貸倒引当金 － △1

流動資産合計 8,063 8,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,475 17,966

土地 12,552 12,519

その他 1,996 1,869

有形固定資産合計 33,023 32,356

無形固定資産 782 792

投資その他の資産   

繰延税金資産 364 362

差入保証金 8,061 8,166

その他 1,842 1,914

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 10,261 10,437

固定資産合計 44,067 43,586

資産合計 52,130 51,597
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,323 5,422

短期借入金 1,150 1,450

1年内返済予定の長期借入金 2,730 2,573

未払法人税等 433 1,030

賞与引当金 723 417

役員賞与引当金 7 30

ポイント引当金 163 159

その他 2,243 2,349

流動負債合計 13,775 13,432

固定負債   

長期借入金 7,401 7,433

退職給付引当金 201 192

役員退職慰労引当金 251 250

預り保証金 2,694 2,619

その他 290 286

固定負債合計 10,839 10,782

負債合計 24,614 24,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,912 3,912

資本剰余金 4,102 4,102

利益剰余金 19,515 19,376

自己株式 △0 △0

株主資本合計 27,530 27,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13 △8

評価・換算差額等合計 △13 △8

純資産合計 27,516 27,383

負債純資産合計 52,130 51,597
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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

売上高 25,512

売上原価 19,331

売上総利益 6,180

営業収入 1,020

営業総利益 7,201

販売費及び一般管理費 6,482

営業利益 719

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 0

受取事務手数料 58

債務勘定整理益 5

雑収入 15

営業外収益合計 99

営業外費用  

支払利息 54

雑損失 1

営業外費用合計 55

経常利益 762

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

有形固定資産除却損 17

出店計画中止損 41

特別損失合計 59

税金等調整前四半期純利益 705

法人税、住民税及び事業税 411

法人税等調整額 △95

法人税等合計 316

四半期純利益 388
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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１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 705

減価償却費 482

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 305

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 54

固定資産除却損 17

出店計画中止損 41

売上債権の増減額（△は増加） △50

たな卸資産の増減額（△は増加） 43

仕入債務の増減額（△は減少） 901

預り保証金の増減額（△は減少） △0

その他 701

小計 3,171

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △48

法人税等の支払額 △984

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,140

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 △1,237

無形固定資産の取得による支出 △10

差入保証金の差入による支出 △8

差入保証金の回収による収入 131

預り保証金の受入による収入 126

預り保証金の返還による支出 △25

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,036
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 800

長期借入金の返済による支出 △675

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △236

財務活動によるキャッシュ・フロー △411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 692

現金及び現金同等物の期首残高 3,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,838
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメン
ト情報は記載しておりません。 

  
【所在地別セグメント情報】 
  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 当企業集団には本邦以外の国または地域に支店及び連結子会社がないため、該当事項はありませ
ん。 

  
【海外売上高】 
  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 海外売上高がないため、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) 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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                               （単位：百万円） 

 
  

  

「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表等

  (１) (要約)四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期 

(平成21年２月期 

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 24,087

Ⅱ 売上原価 18,164

   売上総利益 5,922

Ⅲ 営業収入 916

   営業総利益 6,838

Ⅳ 販売費及び一般管理費 5,825

   営業利益 1,013

Ⅴ 営業外収益 94

Ⅵ 営業外費用 56

   経常利益 1,051

Ⅶ 特別利益 1

Ⅷ 特別損失 1

   税金等調整前四半期純利益 1,051

   税金費用 454

   四半期純利益 596
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                               （単位：百万円） 

 
  

  

  

  (２) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 

(平成21年２月期 

第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  1 税金等調整前四半期純利益 1,051

  2 減価償却費 396

  3 貸倒引当金の減少額 △1

  4 賞与引当金の増加額 297

  5 役員賞与引当金の減少額 △27

  6 ポイントカード引当金の増加額 2

  7 退職給付引当金の増加額 7

  8 役員退職慰労引当金の増加額 5

   9 受取利息及び配当金 △18

  10 支払利息 55

  11 固定資産売却損 0

  12 固定資産除却損 0

  13 売上債権の増加額 △26

  14 たな卸資産の増加額 △89

  15 仕入債務の増加額 574

  16 受入営業保証金の減少額 △0

  17 その他 834

    小計 3,063

  18 利息及び配当金の受取額 2

  19 利息の支払額 △45

  20 法人税等の支払額 △967

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,052

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  1 有形固定資産の取得等による支出 △414

  2 有形固定資産の売却等による収入 0

  3 無形固定資産の取得等による支出 △26

  4 差入保証金の差入による支出 △519

  5 差入保証金の返還による収入 130

   6 その他投資等の増加による支出 △3

   7 受入保証金の受入による収入 318

   8 受入保証金の返還による支出 △25

  投資活動によるキャッシュ・フロー △539

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1 短期借入金の純減少額 △200

  2 長期借入金の返済による支出 △576

  3 配当金の支払額 △240

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,017

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 494

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,995

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,490
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