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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）

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 77,025 ― 346 ― 283 ― 114 ―

21年2月期第1四半期 81,137 1.0 △114 ― △191 ― △170 ―

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 3.23 ―

21年2月期第1四半期 △4.83 ―

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 162,184 54,836 33.8 1,554.14
21年2月期 160,343 54,097 33.7 1,533.13

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  54,836百万円 21年2月期  54,097百万円

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 ― 10.00 ― 7.50 17.50
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

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  
 

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 
連結累計期間

160,500 △3.4 1,250 ― 850 ― 200 ― 5.66

通期 316,000 △1.6 3,700 179.7 3,000 133.9 600 ― 17.00
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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、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。 
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)を適用しています。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います。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 35,300,560株 21年2月期  35,300,560株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  16,444株 21年2月期  14,978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 35,284,712株 21年2月期第1四半期 35,294,349株

－2－



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発する世界的な金融市場の混乱や株式・

為替市場の変動、企業業績の悪化からくる設備投資の減少や雇用不安などにより景気全体は先行き不透明

な状況で推移しています。 

小売業を取り巻く環境におきましても、実体経済の悪化から生活防衛意識が高まり、個人消費は低迷

し、価格競争が一層強まるなどますます厳しい状況で推移しています。 

このような環境のなかで、当社グループ(当社及び連結子会社)は、「中四国流通ネットワーク構想」の

もと、地域の豊かなくらしづくりと地域社会の発展に貢献できる企業集団を目指し、「フジカンパニー

ズ」各社の有する経営資源を 大限に活用し、地域社会に貢献できる魅力あるＳＣ(ショッピングセンタ

ー)づくりに努めました。 

これらの結果、当第１四半期の営業収益は770億25百万円となりました。営業利益は ３億46百万円、経

常利益は２億83百万円、四半期純利益は１億14百万円となりました。 

事業部門別の状況は、次のとおりです。 

【小売事業部門】 

総合小売業におきましては、経営方針「顧客視点と利益重視の徹底」のもと、顧客満足の追求と利益重

視の組織体質への変革に取り組んでいます。 

お客様の節約志向への対応としては、４月より「くらし応援価格」「ハッピーセレクト」のアイテム数

を大幅に拡大するなど価格競争力のある商品の充実を図りました。一方で、地域のニーズに的確に応える

ために、地場商品の積極的導入をはじめ地域特性に応じた品揃え・売り場づくりに努めました。また、ユ

ニー株式会社とイズミヤ株式会社と協業し、３社共通のＰＢブランド「Style ＯＮＥ」を８月に発売する

予定です。 

店舗につきましては、３月にＳＭ(スーパーマーケット)ヴェスタ庚午店の隣接地にカジュアルファッシ

ョンストア「ピーエフ庚午店」(広島市西区)を増設いたしました。また、３月に「フジグラン東広島」

(広島県東広島市)、５月に「フジグラン丸亀」(香川県丸亀市)の改装を行うなど既存店の活性化に努めま

した。 

ホームエンターテインメント事業では、パルティ・フジ坂に「ＴＳＵＴＡＹＡ坂店」を新設するととも

に、既存２店舗を「ＴＳＵＴＡＹＡ」としてオープンいたしました。一方で経営効率を高めるため２店舗

閉店いたしました 。 

新規事業としては、お客様の多様化するライフスタイルに対応するためにインターネット販売「フジネ

ットショップ」の取扱商品を拡大するなど新規顧客の獲得に努めました。 

利益面では、店舗作業の見直し等による人時生産性の向上など店舗の効率化や、広告費をはじめとする

コスト削減に取り組みました。 

これらの結果、この部門の営業収益は769億32百万円となりました。 

【小売周辺事業部門】 

食品製造・加工販売業におきましては、食品の安全・安心を確保し、地域のお客様に支持される商品を

提供することに努めました。 

飲食業におきましては、「エミフルＭＡＳＡＫＩ」にテナントとして１店舗新設いたしました。また、

経営効率を高めるため１店舗閉店いたしました。 

これらの結果、この部門の営業収益は52億８百万円となりました。 

【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
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【その他事業部門】 

不動産賃貸業におきましては、不動産賃貸料の抑制など、厳しい経営環境で推移いたしました。 

これらの結果、この部門の営業収益は２億83百万円となりました。 

  

（注） 事業部門別の営業収益には、売上高及び営業収入を含み、事業部門間の取引も含んでいます。 

また、記載金額には消費税等を含めていません。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が23億４百万円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ18億41百万円増加し1,621億84百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金が34億30百万円増加し、一方、長期借入金が32億91百万円減少したこと

等により、前連結会計年度末に比べ11億２百万円増加し1,073億47百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ７億38百万円増加し548億36百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等

調整前四半期純利益２億59百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費10億78百万円、固定資産除売

却損益24百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増加額34億30百万円等があり、58億94百万円

の収入となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支

払手形決済等を含む)による支出が８億92百万円あったこと等により６億95百万円の支出となりまし

た。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済による支出が25億78百万

円あったこと等により28億94百万円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は106億64百万円となり、期首から23億４百万円増

加いたしました。 

  

平成21年４月13日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

簡便的な会計処理 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

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います。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

①たな卸資産の評価方法

－4－

㈱フジ（8278）　平成22年２月期　第１四半期決算短信



繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末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する方法により算定しています。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

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)を適用しています。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います。 

  

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

いましたが、当第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日公表分)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)により算定しています。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業

会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30

日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっています。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。リース取引開始日が会計基準適

用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き、通常の賃貸借処理に係る

方法に準じた会計処理を採用しています。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用

②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

③リース取引に関する会計基準の適用
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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 10,684 8,379

受取手形及び売掛金 1,434 1,187

営業貸付金 7,125 7,272

商品 13,817 14,225

貯蔵品 9 11

その他 3,182 3,104

貸倒引当金 △482 △488

流動資産合計 35,771 33,692

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 45,620 46,159

土地 28,976 28,976

その他（純額） 4,494 4,576

有形固定資産合計 79,091 79,711

無形固定資産 5,726 5,701

投資その他の資産   

差入保証金 13,408 13,369

建設協力金 11,069 11,449

その他 17,148 16,451

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 41,594 41,237

固定資産合計 126,413 126,650

資産合計 162,184 160,343

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,794 18,363

短期借入金 11,813 11,149

未払法人税等 173 189

賞与引当金 1,836 1,011

商品券回収損引当金 52 54

その他 7,756 7,687

流動負債合計 43,427 38,456

固定負債   

長期借入金 46,737 50,028

退職給付引当金 1,132 1,098

役員退職慰労引当金 150 142

利息返還損失引当金 563 543

長期預り保証金 14,531 14,700

その他 805 1,274

固定負債合計 63,920 67,788

負債合計 107,347 106,245
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,921 15,921

資本剰余金 16,257 16,257

利益剰余金 21,731 21,882

自己株式 △29 △27

株主資本合計 53,880 54,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 955 63

評価・換算差額等合計 955 63

純資産合計 54,836 54,097

負債純資産合計 162,184 160,343
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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 72,972

売上原価 56,402

売上総利益 16,569

営業収入  

不動産賃貸収入 1,504

その他の営業収入 2,548

営業収入合計 4,053

営業総利益 20,622

販売費及び一般管理費 20,276

営業利益 346

営業外収益  

受取利息 92

受取配当金 69

その他 153

営業外収益合計 316

営業外費用  

支払利息 309

持分法による投資損失 31

商品券回収損引当金繰入額 14

その他 23

営業外費用合計 378

経常利益 283

特別利益  

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除売却損 27

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 259

法人税等 145

四半期純利益 114
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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 259

減価償却費 1,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

その他の引当金の増減額（△は減少） 884

受取利息及び受取配当金 △162

支払利息 309

持分法による投資損益（△は益） 31

固定資産除売却損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） △246

たな卸資産の増減額（△は増加） 410

仕入債務の増減額（△は減少） 3,430

その他 165

小計 6,179

利息及び配当金の受取額 132

利息の支払額 △283

法人税等の支払額 △133

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,894

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △42

貸付けによる支出 △110

貸付金の回収による収入 69

長期前払費用の取得による支出 △3

その他の投資に係る支出 △179

その他の投資に係る収入 460

有形及び無形固定資産の取得による支出 △892

有形及び無形固定資産の売却による収入 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △695

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 413

短期借入金の返済による支出 △462

長期借入金の返済による支出 △2,578

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △264

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,304

現金及び現金同等物の期首残高 8,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,664
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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)を適用しています。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います。 

  

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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（要約）前四半期連結損益計算書 

  

 
  

「参考」

前第1四半期連結累計期間
(自 平成20年３月１日
  至 平成20年５月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 77,161

Ⅱ 売上原価 58,881

   売上総利益 18,280

Ⅲ 営業収入 3,975

   営業総利益 22,256

Ⅳ 販売費及び一般管理費 22,370

   営業損失(△) △114

Ⅴ 営業外収益 370

Ⅵ 営業外費用 446

   経常損失(△) △191

Ⅶ 特別利益 0

Ⅷ 特別損失 18

   税金等調整前四半期純損失(△) △209

   法人税等 △39

   四半期純損失(△) △170

－11－

㈱フジ（8278）　平成22年２月期　第１四半期決算短信




