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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） 

（注）営業収益は売上高に営業収入を加えたものです。 

(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 19,960 ― 1,040 ― 1,014 ― 576 ―
21年2月期第1四半期 17,661 6.4 935 2.8 908 8.4 531 22.7

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 23.27 ―
21年2月期第1四半期 21.68 ―

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 35,115 9,908 27.8 394.30
21年2月期 34,147 9,385 27.1 372.81

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  9,757百万円 21年2月期  9,242百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

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

40,200 7.7 1,800 1.9 1,750 2.3 900 6.8 36.37

通期 82,300 8.3 3,800 1.3 3,600 0.3 1,970 18.0 79.61

－　1　－



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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により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。 

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 26,079,528株 21年2月期  26,079,528株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,333,088株 21年2月期  1,287,582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 24,767,678株 21年2月期第1四半期 24,495,496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、昨年の急速な景気後退に起因する企業収益・雇用情

勢の悪化により個人消費はいっそう冷え込んだまま厳しい状況が続いております。小売業界におきまして

も、お客様の生活防衛意識は一層高まる中で、低価格志向が強まり、業種・業態を超えた競争が一段と激

しくなっております。 

このような環境のなか、当社グループは、得意分野である食品スーパーマーケット業態への特化を深耕

し、経費管理を更に強化し利益率を向上させて収益体質を維持するとともに、基本を遵守しサービスレベ

ルを向上させる一方、物流の効率化や環境対策、社会貢献活動等に取り組んでおります。店舗につきまし

ては、3月にアルク小倉東店（北九州市小倉南区）を開設しました。従いまして、当第１四半期末の店舗

数は当社54店舗（うち、「アルク」は29店舗）、㈱サンマート17店舗、㈱ピクロス7店舗、㈱かいた1店舗

の合計79店舗となりました。 

これらの結果、当社グループの当第１四半期における営業収益は199億60百万円、営業利益は10億40百

万円、経常利益は10億14百万円、四半期純利益は5億76百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ

て9億67百万円増加し351億15百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて4億44百万円増加し252億

7百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて5億22百万円増加し99億8百万円

となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、期首残高よりも3億73百万円増加し21

億21百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、18億円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が10億14百万円、減価償却費が2億54百万円、仕

入債務の増加額が7億64百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が2億74百万円であり

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、8億49百万円となりました。 

主な内訳は、店舗開設に伴う固定資産の取得による支出が7億22百万円であります。 

(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、5億77百万円となりました。 

主な内訳は、有利子負債の返済による純減額が4億36百万円、配当金の支払額が95百万円であり

ます。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しにつきましては、平成21年４月８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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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。 
  

当第１四半期連結会計期間末の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出する方法によっております。 

  

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ため、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。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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を適用

しておりましたが、「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）が当第１四半期連結会計期間から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。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)

を当第１四半期連結会計期間から適用することができることとなったことに伴い、平成21年３月１日

以降に取引開始となる契約からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引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

① 簡便な会計処理

・たな卸資産の評価方法

・繰延税金資産の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②「棚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」等の適用
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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：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 2,449,881 2,018,720

受取手形及び売掛金 209,034 173,067

商品 1,953,448 1,913,749

貯蔵品 36,662 37,351

繰延税金資産 266,519 166,875

その他 454,803 421,030

貸倒引当金 △596 △596

流動資産合計 5,369,754 4,730,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,669,333 11,663,090

土地 10,070,711 10,070,711

建設仮勘定 530,585 356,473

その他（純額） 794,317 725,340

有形固定資産合計 23,064,948 22,815,616

無形固定資産 1,150,314 1,177,564

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,159 1,251,354

敷金及び保証金（純額） 2,287,310 2,169,472

繰延税金資産 710,780 851,653

その他 1,119,914 1,152,004

投資その他の資産合計 5,530,164 5,424,484

固定資産合計 29,745,427 29,417,665

資産合計 35,115,181 34,147,865

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,424,700 4,662,664

短期借入金 2,810,000 2,960,000

1年内返済予定の長期借入金 4,368,750 4,363,469

1年内償還予定の社債 37,000 375,500

未払法人税等 464,497 293,767

賞与引当金 451,461 243,820

設備関係支払手形 470,289 669,687

その他 1,426,660 1,297,002

流動負債合計 15,453,358 14,865,910
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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) 

固定負債   

社債 135,000 135,000

長期借入金 8,100,851 8,053,873

役員退職慰労引当金 53,256 53,256

長期未払金 224,323 426,538

その他 1,240,341 1,227,836

固定負債合計 9,753,771 9,896,504

負債合計 25,207,130 24,762,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 288,890 288,890

利益剰余金 6,358,311 5,906,033

自己株式 △903,298 △860,994

株主資本合計 9,743,904 9,333,929

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,553 △91,274

評価・換算差額等合計 13,553 △91,274

少数株主持分 150,593 142,796

純資産合計 9,908,050 9,385,450

負債純資産合計 35,115,181 34,147,865
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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 19,483,288

売上原価 14,634,561

売上総利益 4,848,726

営業収入 477,677

営業総利益 5,326,404

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 295,682

従業員給料及び賞与 1,654,580

賞与引当金繰入額 207,640

水道光熱費 325,864

賃借料 574,783

減価償却費 254,341

その他 973,177

販売費及び一般管理費合計 4,286,070

営業利益 1,040,333

営業外収益  

受取利息及び配当金 6,107

受取手数料 28,934

その他 21,710

営業外収益合計 56,752

営業外費用  

支払利息 64,712

長期前払費用償却 8,417

その他 9,955

営業外費用合計 83,085

経常利益 1,014,000

税金等調整前四半期純利益 1,014,000

法人税、住民税及び事業税 452,376

法人税等調整額 △24,661

法人税等合計 427,715

少数株主利益 10,047

四半期純利益 576,238
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(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) 

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 1,014,000

減価償却費 254,341

のれん償却額 30,097

賞与引当金の増減額（△は減少） 207,640

受取利息及び受取配当金 △6,107

支払利息 64,712

長期未払金の増減額（△は減少） △202,215

売上債権の増減額（△は増加） △35,966

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,010

仕入債務の増減額（△は減少） 764,973

未払消費税等の増減額（△は減少） 97,859

その他 △17,238

小計 2,133,086

利息及び配当金の受取額 6,107

利息の支払額 △64,547

法人税等の支払額 △274,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,800,391

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △722,310

投資有価証券の取得による支出 △86

投資有価証券の売却による収入 10,000

敷金及び保証金の差入による支出 △96,391

敷金及び保証金の回収による収入 15,211

貸付金の回収による収入 1,899

定期預金の増減額（△は増加） △57,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △849,178

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） △150,000

長期借入れによる収入 1,215,000

長期借入金の返済による支出 △1,162,741

社債の償還による支出 △338,500

リース債務の返済による支出 △1,469

自己株式の取得による支出 △42,303

配当金の支払額 △95,289

少数株主への配当金の支払額 △2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △577,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 373,660

現金及び現金同等物の期首残高 1,748,129

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,121,789
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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。 

  

事業の種類として「小売業」及び「その他事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の

合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額に占める「小売業」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満で重要性がないため、記載を省略しております。 

  

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

①  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)

② 所在地別セグメント情報

③ 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)

(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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「参考」 

 

 (要約) 前四半期連結損益計算書 
 

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)     

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 17,228,250

Ⅱ 売上原価 13,018,436

売上総利益 4,209,813

Ⅲ 営業収入 432,807

１ 不動産賃貸収入 201,491

２ その他の営業収入 231,315

営業総利益 4,642,621

Ⅳ 販売費及び一般管理費 3,707,234

営業利益 935,386

Ⅴ 営業外収益 63,195

１ 受取利息及び配当金 6,611

２ 受入手数料 32,228

３ その他 24,354

Ⅵ 営業外費用 90,482

１ 支払利息 75,948

２ 長期前払費用償却 10,027

３ その他 4,506

経常利益 908,099

Ⅶ 特別利益 7,495

１ 固定資産売却益 155

２ その他 7,340

Ⅷ 特別損失 5,130

１ 固定資産除却損 1,189

２ その他 3,941

税金等調整前四半期純利益 910,464

法人税、住民税及び事業税 367,775

法人税等調整額 2,426

少数株主利益 9,234

四半期純利益 531,027
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