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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 68,567 ― 1,143 ― 1,170 ― 370 ―

21年2月期第2四半期 60,594 14.1 2,275 △12.4 2,324 △14.9 1,250 △3.4

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2四半期 21.27 21.26
21年2月期第2四半期 71.56 71.54

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2四半期 55,871 35,587 63.7 2,040.89
21年2月期 51,584 35,847 69.5 2,056.38

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  35,571百万円 21年2月期  35,842百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 39.00 39.00
22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 36.00 36.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 143,900 16.7 3,520 △29.7 3,350 △33.9 1,400 △39.0 80.32
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 17,494,500株 21年2月期  17,494,500株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  65,140株 21年2月期  64,740株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 17,429,632株 21年2月期第2四半期 17,478,882株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．.業績予想は、本資料発表日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結果とな
る可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 及び 本日平成21年 
10月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．当事業年度より「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14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退の影響により、企業業績や雇用情勢にお

いて極めて厳しい状況が続いている中、一部で大規模な経済政策の下支え効果が見られるものの、景気の先行き不透

明感を払拭するまでには至っておらず、個人消費は引き続き低調に推移しております。 

 また、食品スーパーマーケット業界におきましても、雇用不安や所得環境の悪化を背景に消費低迷が続く中、お客

さまの生活防衛意識は更に高まるとともに、その取り込みに向けた企業間の競争が激しさを増し、厳しい経営環境が

続いております。 

 このような状況の中、当社は「危機こそ改革のチャンス 『コスト競争力』と『現場力』の強化」をスローガンに

掲げ、スーパーマーケットの原点に立ち返り、ゼロベースでの改革を進めております。 

 お客さまの消費動向が今まで以上に節約志向・低価格志向に向かう中、地域一番のプライスリーダーシップの確立

を目指し、イオンのスケールメリットを活かしたグループ共同での商品調達を増大させるとともにイオンのプライベ

ートブランド「トップバリュ」などの拡販に努めました。トップバリュは、より一層の低価格を追求した「ベストプ

ライスｂｙトップバリュ」が加わるとともに、集合陳列によるトップバリュコーナーを52店舗に新たに設置したこと

も効果を上げ、お客さまからの支持がより顕著となり、その売上高構成比は当第２四半期累計期間において8.9％

（前年同期7.2％）となりました。 

 また、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」を順次導入し、お買物のたびにポイントがたまるサービス機能を拡充する

とともに、ＷＡＯＮのカードホルダー拡大にも積極的に取り組み、固定客作りに努めました。 

 一方、コスト競争力の強化を目的として、管理費及び販売費を中心に経費１％削減を目標とする「Ｋ－１大作戦」

を展開いたしました。また、ローコストオペレーションの実現に向け、店内作業の軽減を目指した鮮魚・フードの一

次加工所や、昨年導入した自動補充発注システムの軌道化などにより作業の効率化を進めると同時に、グロッサリー

やノンフーズなどのステープル各部門においては部門の壁を取り払い、一体となって効率的に作業を進める「大部屋

化」への取組みをスタートさせました。 

 新店については９店舗を開設し、営業基盤を更に強化するとともに、老朽化の著しい２店舗を閉鎖したことで、当

第２四半期末における店舗数は81店舗となりました。 

 以上のような取組みを進めてまいりましたが、お客さまの節約志向による買い控え傾向や低価格志向が継続し、既

存店売上高は対前年同期比95.2％に止まるとともに、売上総利益率は25.0％と対前年同期比で0.5％下回りました。

一方、販管費については、既存店で前年同期実績を下回る一定の成果を上げましたが、売上総利益の低迷をカバーす

るまでには至りませんでした。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は685億67百万円（対前年同期比113.2％）、営業利益は11

億43百万円（同50.3％）、経常利益は11億70百万円（同50.4％）となりました。また、前期に株式会社シーズンセレ

クトより譲り受けた店舗等にかかわる減損損失などを特別損失として計上したことにより、四半期純利益は３億70百

万円（同29.6％）となりました。 

 なお、文中の対前年同期比は、参考として記載しております。 

  

（１）財政状態の分析 

① 資産 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比し、42億86百万円増加し、558億71百万円となってお

ります。これは主に、新店や新流通センター等の設備投資などにより、有形固定資産が53億26百万円増加したこ

となどによるものであります。 

② 負債 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、202億83百万円となり、前事業年度末に比し、45億45百万円増加いた

しました。これは主に、新店９店舗の開店などに伴い、買掛金が17億22百万円、その他流動負債が19億86百万円

増加したこと、また、短期借入金が10億円増加したことなどによるものであります。  

③ 純資産 

当第２四半期会計期間末の純資産は、355億87百万円となり、前事業年度末に比し、２億59百万円減少してお

ります。これは、四半期純利益の計上３億70百万円、配当金の支払額６億79百万円などによるものであります。

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比し16億

19百万円減少し、100億13百万円となっております。 

（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27億４百万円となりました。これは税引前四半期純利益が７億74百万円となっ

たこと、新店が９店舗開店したことなどにより、仕入債務が17億22百万円増加したことなど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） 

投資活動の結果支出した資金は46億43百万円となりました。これは新店９店舗の開店などに伴う有形固定資産

の取得による支出52億27百万円、定期預金７億円の払い戻しなど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） 

財務活動の結果得られた資金は３億19百万円となりました。これは配当金の支払額６億79百万円及び10億円の

短期借入金の実行などによるものであります。 

  

 通期の見通しにつきましては、イオンリテール株式会社から譲り受ける６店舗の影響並びに当第２四半期累計

期間における収益等を考慮し、平成21年４月６日に公表いたしました業績予想を修正いたします。詳細につきま

しては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

① 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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）を当事業年度の第１四半期

会計期間から適用し、評価基準については、売価還元平均原価法から売価還元平均原価法（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。 

なお、当該変更による、当第２四半期累計期間への影響はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,000,187 12,319,900

売掛金 43,830 50,251

商品 2,235,486 2,057,719

繰延税金資産 671,565 642,122

その他 2,654,979 1,946,890

貸倒引当金 － △934

流動資産合計 15,606,049 17,015,948

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 13,587,528 10,196,845

土地 12,260,666 12,313,139

その他（純額） 5,934,744 3,946,370

有形固定資産合計 31,782,940 26,456,355

無形固定資産   

のれん 1,110,755 1,188,715

その他 176,753 205,737

無形固定資産合計 1,287,508 1,394,452

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,251,165 2,190,439

差入保証金 3,268,000 3,239,684

その他 1,753,242 1,376,618

貸倒引当金 △77,590 △88,989

投資その他の資産合計 7,194,818 6,717,753

固定資産合計 40,265,267 34,568,561

資産合計 55,871,316 51,584,509

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,061,963 7,339,157

短期借入金 1,000,000 －

未払法人税等 569,675 976,251

賞与引当金 632,729 487,757

役員賞与引当金 － 47,490

役員業績報酬引当金 35,620 －

店舗閉鎖損失引当金 146,027 149,330

その他 4,734,420 2,748,174

流動負債合計 16,180,437 11,748,161
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

固定負債   

退職給付引当金 3,268,435 3,154,007

商品券回収損失引当金 34,309 35,054

その他 800,245 800,279

固定負債合計 4,102,989 3,989,341

負債合計 20,283,427 15,737,502

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,850 2,167,850

資本剰余金 2,893,374 2,893,374

利益剰余金 30,495,320 30,804,286

自己株式 △87,437 △86,964

株主資本合計 35,469,108 35,778,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,347 63,601

評価・換算差額等合計 102,347 63,601

新株予約権 16,433 4,860

純資産合計 35,587,889 35,847,007

負債純資産合計 55,871,316 51,584,509
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 68,567,085

売上原価 51,424,197

売上総利益 17,142,887

その他の営業収入 1,278,066

営業総利益 18,420,954

販売費及び一般管理費 17,277,133

営業利益 1,143,821

営業外収益  

受取利息 13,653

受取配当金 1,383

違約金収入 16,075

雑収入 5,789

営業外収益合計 36,902

営業外費用  

支払利息 8,528

事業譲受関連費用 1,200

雑損失 9

営業外費用合計 9,738

経常利益 1,170,984

特別利益  

貸倒引当金戻入額 12,333

補助金収入 76,968

その他 7,878

特別利益合計 97,181

特別損失  

固定資産売却損 4,225

固定資産除却損 35,759

減損損失 408,139

店舗閉鎖損失引当金繰入額 15,795

リース解約損 19,496

その他 10,202

特別損失合計 493,619

税引前四半期純利益 774,546

法人税、住民税及び事業税 493,920

法人税等調整額 △90,168

法人税等合計 403,751

四半期純利益 370,795
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 774,546

減価償却費 1,006,021

減損損失 408,139

のれん償却額 77,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,333

賞与引当金の増減額（△は減少） 144,972

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △47,490

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 35,620

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114,428

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △3,302

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) △745

受取利息及び受取配当金 △15,037

支払利息 8,528

固定資産売却損益（△は益） 4,225

固定資産除却損 35,759

売上債権の増減額（△は増加） 6,420

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,749

仕入債務の増減額（△は減少） 1,722,806

その他 △486,704

小計 3,584,065

利息及び配当金の受取額 22,317

利息の支払額 △8,618

法人税等の支払額 △893,662

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,704,101

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 700,000

有形固定資産の取得による支出 △5,227,582

有形固定資産の売却による収入 91,406

無形固定資産の取得による支出 △4,001

敷金及び保証金の差入による支出 △206,455

敷金及び保証金の回収による収入 110,625

その他 △107,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,643,581

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） 1,000,000

自己株式の取得による支出 △472

配当金の支払額 △679,760

財務活動によるキャッシュ・フロー 319,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,619,712
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 11,633,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,013,532
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

  

なお、前年同四半期は連結財務諸表を作成していたため、個別の中間キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        60,594,707  100.0

Ⅱ 売上原価        45,145,034  74.5

売上総利益        15,449,673  25.5

Ⅲ その他の営業収入        1,158,822  1.9

営業総利益        16,608,496  27.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費        14,332,537  23.6

営業利益        2,275,958  3.8

Ⅴ 営業外収益        56,463  0.1

Ⅵ 営業外費用        8,343  0.1

経常利益        2,324,078  3.8

Ⅶ 特別利益        109,099  0.2

Ⅷ 特別損失        234,373  0.4

税引前中間純利益        2,198,804  3.6

法人税、住民税及び事業
税  52,555            

法人税等調整額  895,395  947,950  1.5

中間純利益        1,250,854  2.1
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業績の推移、商品別売上高等につきましては本日（平成21年10月６日）公表の「2010年２月期第２四半期参考資

料」をご覧ください。  

  

６．その他の情報
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