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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 3,861 ― △15 ― △24 ― △33 ―
21年2月期第1四半期 4,278 △11.9 68 △46.0 53 △52.0 46 △51.4

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 △2.63 ―
21年2月期第1四半期 3.62 ―

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 3,720 649 17.5 50.88
21年2月期 3,475 678 19.5 53.14

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  649百万円 21年2月期  678百万円

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
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

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

7,817 ― 69 ― 49 ― 10 ― 0.78

通期 15,976 △2.3 180 12.9 145 24.5 30 132.0 2.35
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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  無  

(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）平成21年４月15日開示の連結業績予想の修正は行っておりません。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及び将来の業績に
影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる
可能性があります。業績予想の背景などにつきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
 
（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 12,779,280株 21年2月期  12,779,280株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  8,459株 21年2月期  7,959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 12,771,020株 21年2月期第1四半期 12,771,755株
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当第１四半期の国内経済は、世界同時不況の発生より時間が経過し、足元の経済状況は一旦底打ちの様相を呈し

ておりますが、米国の20世紀の繁栄を築いたＧＭ並びにクライスラーという米国のビックスリーのうちの２社の経

営破綻が世界経済に及ぼす悪影響は計り知れず、景気の先行きは全く予断を許さぬ状況にあります。 

  

当社グループの事業の主体をおく生鮮食品小売業界におきましては、経済不況による消費者動向の低迷に加え、

新型インフルエンザの感染拡大懸念から消費者は人の集まる百貨店等での購買を避ける行動を示し、需要の減少は

回避できない状態であります。 

  

このような状況において、当社グループの売上高は、従前より収益構造の改善を図るべく不採算店の撤退と新規

市場獲得のため積極的な出店を進めてまいりましたが、当第１四半期は景気の先行き不安等に伴う需要の減少が予

想外に大きく前年同四半期に比べ４億17百万円減少し38億61百万円（前年同四半期比9.8％の減）となりました。 

  

利益面におきましては、退店による経費負担の軽減と人件費等の販管費の大幅な削減を実施しましたが、売上高

の減少に伴う売上総利益の減少を賄いきれず、営業損失は15百万円（前年同四半期は68百万円の営業利益）、経常

損失は24百万円（前年同四半期は53百万円の経常利益）、四半期純損失は33百万円（前年同四半期は46百万円の四

半期純利益）となりました。 

  

なお、「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期比増減率等につきましては、参考として記載

しております。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、37億20百万円と前連結会計年度末に比べ２億45百万円の増加と

なりました。 

また、流動資産は24億85百万円と前連結会計年度末に比べ２億55百万円の増加となり、固定資産は12億34百万円

と前連結会計年度末に比べ10百万円の減少となりました。 

流動資産増加の主な要因は、売掛金の増加１億66百万円等によるものです。  

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の総額は、30億70百万円と前連結会計年度末に比べ２億74百万円の増

加となりました。 

また、流動負債は21億82百万円と前連結会計年度末に比べ３億18百万円の増加となり、固定負債は８億88百万円

と前連結会計年度末に比べ44百万円の減少となりました。 

流動負債増加の主な要因は、買掛金の増加２億63百万円等によるものです。  

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、６億49百万円と前連結会計年度末に比べ28百万円の減少となり

ました。  

  

当社グループの中核となる生鮮食品小売業界におきましては、景気の先行き不透明感等による個人消費の低迷が

予想され、鮮魚事業を中心として極めて厳しい経営環境で推移するものと思われます。 

このような厳しい状況下ではありますが、当社グループは全社一丸となって売上拡大、経費の縮減を推進し、業

績の向上に努めて参る所存であり、現時点における当社グループの業績予想は、平成21年２月期決算短信（平成21

年４月15日開示）の内容通り推移するものと見込んでおります。 

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。 

   

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．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たな卸資産については、従来、本部商材は主として移動平均法による原価法、

店舗商材は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、

本部商材は主として移動平均法による原価法（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、また、店舗商材は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）により算定しております。 

なお、この変更による損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：千円）

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 1,357,691 1,304,546

売掛金 853,195 687,154

商品 96,383 77,773

貯蔵品 10,432 11,835

その他 168,791 149,422

貸倒引当金 △828 △671

流動資産合計 2,485,666 2,230,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 898,505 897,238

減価償却累計額 △634,545 △630,799

建物及び構築物（純額） 263,959 266,439

工具、器具及び備品 1,306,632 1,371,866

減価償却累計額 △1,150,914 △1,208,351

工具、器具及び備品（純額） 155,718 163,514

土地 389 389

有形固定資産合計 420,067 430,343

無形固定資産 40,031 36,805

投資その他の資産   

投資有価証券 66,154 59,023

敷金及び保証金 670,300 679,787

その他 40,753 41,537

貸倒引当金 △2,356 △2,356

投資その他の資産合計 774,851 777,991

固定資産合計 1,234,950 1,245,140

資産合計 3,720,616 3,475,203
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（単位：千円）

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 1,121,653 858,409

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 192,000 192,000

未払金 189,384 173,445

未払法人税等 14,546 47,719

賞与引当金 14,325 28,334

その他 350,625 263,724

流動負債合計 2,182,535 1,863,633

固定負債   

長期借入金 676,000 724,000

長期預り保証金 202,808 201,608

繰延税金負債 2,365 －

負ののれん 7,091 7,273

固定負債合計 888,265 932,881

負債合計 3,070,800 2,796,514

純資産の部   

株主資本   

資本金 941,031 941,031

資本剰余金 1,029,015 1,029,015

利益剰余金 △1,318,454 △1,284,883

自己株式 △5,261 △5,194

株主資本合計 646,329 679,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,485 △1,279

評価・換算差額等合計 3,485 △1,279

純資産合計 649,815 678,688

負債純資産合計 3,720,616 3,475,203
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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：千円）

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 3,861,276

売上原価 2,252,286

売上総利益 1,608,990

販売費及び一般管理費 1,624,496

営業損失（△） △15,505

営業外収益  

受取配当金 496

受取手数料 986

負ののれん償却額 181

その他 623

営業外収益合計 2,287

営業外費用  

支払利息 10,089

その他 775

営業外費用合計 10,864

経常損失（△） △24,082

特別損失  

固定資産除却損 94

店舗閉鎖損失 113

特別損失合計 207

税金等調整前四半期純損失（△） △24,290

法人税、住民税及び事業税 9,280

法人税等合計 9,280

四半期純損失（△） △33,570
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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「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 

  

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） 

  

  

  

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  4,278

Ⅱ 売上原価  2,416

売上総利益  1,862

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,793

営業利益  68

Ⅳ 営業外収益  3

Ⅴ 営業外費用  18

経常利益  53

Ⅵ 特別利益  3

Ⅶ 特別損失  1

税金等調整前四半期純利益  56

法人税、住民税及び事業税  10

法人税等調整額   －

四半期純利益  46
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