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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 30,624 ― 577 ― 585 ― 335 ―

21年2月期第1四半期 30,370 △3.9 880 △10.5 892 △7.6 502 △14.6

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 12.13 ―

21年2月期第1四半期 18.14 ―

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 98,479 53,912 54.7 1,947.43
21年2月期 95,201 53,791 56.5 1,942.78

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  53,912百万円 21年2月期  53,791百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 9.00 9.00

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

67,300 ― 2,000 ― 2,000 ― 900 ― 32.51

通期 134,600 5.8 4,000 18.5 4,000 17.1 1,800 165.9 65.01
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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．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．業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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、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。 

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） 22年2月期第1四半期 27,818,895株 21年2月期  27,818,895株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  134,739株 21年2月期  131,139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 27,684,828株 21年2月期第1四半期 27,701,156株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度から続く世界的な金融恐慌の影響を
受け、企業収益が大幅に悪化し、急速に景気は後退いたしました。小売業界におきましても、雇用・所得
環境が厳しさを増す中、消費者の生活防衛意識が顕著となり、個人消費が低迷するなど、経営環境はなお
一層厳しさを増しました。 
 このような状況のもと、当社グループは、第一次中期経営計画の様々な戦略重点課題の実現に向けた安
全・安心・健康をテーマとした商品開発と商品提案を行うとともに、引き続き「あてになる、役に立つタ
イヨー」として、お客様のご期待に添えるよう一貫した顧客第一主義で地域密着型の店舗運営に邁進して
まいりました。 
 店舗につきましては、佐土原店（４月）を新設し、伊敷団地店（５月）を建替えいたしました。 
 また、当社及び連結子会社であるサン食品株式会社と新栄シティ株式会社は、清和インターナショナル
株式会社より、酒類等の販売事業、もやし等の製造・販売事業、飲食事業を、平成21年４月１日に譲り受
けました。 
 これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益が306億24百万円、営業
利益が５億77百万円、経常利益が５億85百万円、四半期純利益が３億35百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は984億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億77百万円
増加いたしました。これは、主に現金及び預金が13億56百万円増加、有形固定資産が13億円増加したこと
によるものであります。 
 負債は445億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億56百万円増加いたしました。これは、主に
買掛金が19億50百万円増加したことによるものであります。 
 純資産は539億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億21百万円増加いたしました。これは、主
に利益剰余金が86百万円増加したことによるものであります。 
  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結累計期間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13億56百万円増加

し123億76百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは32億18百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四
半期純利益が６億１百万円、減価償却費が４億81百万円、賞与引当金の増加が４億94百万円、仕入債務の
増加が15億58百万円であります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは８億38百万円の支出となりました。主な内訳は、事業譲受による
支出が４億42百万円、有形固定資産の取得による支出が２億４百万円であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは10億23百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入金の返
済による支出が９億29百万円であります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績の見通しにつきましては、平成21年４月13日発表の連結業績予
想に変更はありません。 
  

【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 

（棚卸資産の評価方法） 
 当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ
いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
（固定資産の減価償却費の算出方法） 

 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出する
方法によっております。 

  
（繰延税金資産の算定方法） 

 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ので、前連結会計年度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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
 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 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」の適用 

 棚卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、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）
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（収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。 
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
  
③「リース取引に関する会計基準」の適用 

 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
によっておりましたが、「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より適
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よりこれらの会計基準を適用
し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 
 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おります。 
 なお、リース取引開始日が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、通常
の賃貸借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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
  

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
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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 12,376 11,020

売掛金 129 48

商品及び製品 6,992 6,469

仕掛品 2 2

原材料及び貯蔵品 172 135

その他 1,595 1,883

流動資産合計 21,268 19,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,464 17,897

土地 52,495 52,293

その他（純額） 2,487 1,955

有形固定資産合計 73,446 72,146

無形固定資産   

のれん 64 70

その他 85 87

無形固定資産合計 150 157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,348 1,248

その他 2,403 2,228

貸倒引当金 △139 △139

投資その他の資産合計 3,612 3,337

固定資産合計 77,210 75,642

資産合計 98,479 95,201

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,109 12,158

短期借入金 11,915 11,780

1年内返済予定の長期借入金 3,598 3,621

未払法人税等 465 667

賞与引当金 1,284 771

その他 5,408 3,936

流動負債合計 36,782 32,935

固定負債   

社債 30 －

長期借入金 3,840 4,747

退職給付引当金 1,279 1,283

役員退職慰労引当金 131 143

その他 2,502 2,301

固定負債合計 7,783 8,474

負債合計 44,566 41,410
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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 8,505 8,505

資本剰余金 7,964 7,964

利益剰余金 37,411 37,324

自己株式 △166 △160

株主資本合計 53,714 53,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 198 157

評価・換算差額等合計 198 157

少数株主持分 － 0

純資産合計 53,912 53,791

負債純資産合計 98,479 95,201
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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 30,270

売上原価 23,676

売上総利益 6,594

営業収入 353

営業総利益 6,947

販売費及び一般管理費 6,370

営業利益 577

営業外収益  

受取利息 17

その他 43

営業外収益合計 61

営業外費用  

支払利息 50

その他 2

営業外費用合計 53

経常利益 585

特別利益  

固定資産売却益 24

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 7

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 601

法人税、住民税及び事業税 446

法人税等調整額 △179

法人税等合計 266

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 335
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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 601

減価償却費 481

のれん償却額 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 494

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △17

支払利息 50

有形固定資産除売却損益（△は益） △16

売上債権の増減額（△は増加） △22

たな卸資産の増減額（△は増加） △234

仕入債務の増減額（△は減少） 1,558

その他 990

小計 3,877

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △50

法人税等の支払額 △625

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,218

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 △204

有形固定資産の売却による収入 27

投資有価証券の取得による支出 △54

事業譲受による支出 △442

その他 △165

投資活動によるキャッシュ・フロー △838

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） 135

長期借入金の返済による支出 △929

社債の発行による収入 30

リース債務の返済による支出 △8

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △245

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,356

現金及び現金同等物の期首残高 11,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,376
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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。 
  

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 

「参考資料」

科  目

前第１四半期連結累計期間

（平成20年３月１日 

  平成20年５月31日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 30,018

Ⅱ 売上原価 23,437

   売上総利益 6,580

Ⅲ 営業収入 352

   営業総利益 6,933

 販売費及び一般管理費 6,052

   営業利益 880

Ⅳ 営業外収益 82

Ⅴ 営業外費用 69

   経常利益 892

Ⅵ 特別利益 17

Ⅶ 特別損失 13

   税金等調整前 

   四半期純利益
897

   法人税等 394

   四半期純利益 502
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