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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 56,330 ― 415 ― 372 ― 121 ―

21年2月期第2四半期 62,250 0.8 351 △18.5 328 △14.5 641 1,587.0

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 12.49 12.47
21年2月期第2四半期 65.89 65.86

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 36,424 5,934 15.8 592.37
21年2月期 37,800 5,908 15.2 590.12

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  5,769百万円 21年2月期  5,745百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 10.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 112,120 △5.0 1,000 61.1 930 69.0 350 3.3 36.35



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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく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」（企業会計基準第12号）および「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 有

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 9,748,917株 21年2月期  9,745,917株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  9,999株 21年2月期  9,309株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 9,747,465株 21年2月期第2四半期 9,736,980株



当第２四半期累計期間における我が国経済は、依然として厳しい経済環境にあり、小売業におきまして
も、雇用情勢の悪化、所得の減少等の影響により、個人消費は下降傾向にあり、厳しい状況が続いており
ます。 
このような環境の中、当社グループにおきましては、経営方針である社是「正しい商売」を徹底し、お

客様の信頼と支持を得る為、お買い得商品の提供や安全・安心な商品の提供に取り組んで参りました。 
新規出店としましては、子会社の株式会社マスダ（本社・茨城県常総市）が新取手駅前店（茨城県取手

市）を新設する一方、収益力改善のため６店舗の改装と２店舗の閉鎖を実施いたしました。 
販売戦略としましては、景気の低迷と生活防衛意識による個人消費の冷え込みに対し、エコス１０周年

記念お客様感謝セールとして「厳選１００選」と銘打った割安感のある商品を投入するとともに、当社が
加盟するニチリウグループ（日本流通産業株式会社）のＰＢ商品である「くらしモア」の拡販など積極的
な販売活動を推進いたしました。 
しかしながら、チラシ攻勢による競合との顧客争奪戦や、消費者の節約志向による客単価下落の影響を

受けるとともに、前期（平成20年８月１日）に株式会社シーズンセレクトの全株式を売却したことによ
り、売上高は前年を下回り、経費率はやや高い水準となりました。 
以上の結果、当第２四半期累計期間における当社グループの業績は、営業収益563億30百万円、営業利

益４億15百万円、経常利益３億72百万円、四半期純利益１億21百万円となりました。 

  

当第２四半期累計期間は、新設１店舗および改装６店舗に対する設備投資がありましたが、一部資産の
売却に伴い、前期末に比べ総資産が13億75百万円減少いたしました。負債総額は14億２百万円減少し、純
資産が26百万円増加したことにより、自己資本比率は0.6ポイント増加し15.8％となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、19億92百万円（前連結会計年度末比４億
69百万円の増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因につきましては、以下の
とおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億３百万円の収入（前年同期比２億８百万円の減少）とな
りました。これは主に、売上高の減少に伴う仕入債務の減少によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは２億74百万円の収入（前年同期比29億90百万円の増加）となり
ました。これは主に、投資有価証券の売却に伴う収入によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、21億９百万円の支出（前年同期比18億53百万円の減少）とな
りました。これは主に、短期借入金の減少など有利子負債の圧縮によるものです。 

  

業績予想数値は、平成21年４月15日公表時より変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【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・純資産の状況

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務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

－ 3 －
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該当事項はありません。 

  

  ・簡便な会計処理 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

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無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っております。 

  

  ・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。 

  

当第１四半期連結会計期間より「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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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）に変更しております。なお、これによる損

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③法人税等並びに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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

－ 4 －
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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２四半期連結会計期間末
（平成21年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
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 2,022,831 1,553,441 

売掛金 86,892 65,515 

有価証券 23,931 23,895 

商品及び製品 3,022,673 3,205,004 

原材料及び貯蔵品 69,978 78,385 

未収入金 2,167,999 2,297,728 

繰延税金資産 578,662 694,485 

その他 897,087 824,308 

貸倒引当金 △12,195 △20,850 

流動資産合計 8,857,861 8,721,915 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,238,484 11,581,762 

土地 5,571,282 5,525,118 

その他（純額） 1,416,621 1,461,768 

有形固定資産合計 18,226,388 18,568,649 

無形固定資産 976,632 896,368 

投資その他の資産   

投資有価証券 887,096 1,870,534 

敷金及び保証金 5,460,817 5,648,787 

再評価に係る繰延税金資産 469,324 469,324 

繰延税金資産 1,023,404 1,068,347 

その他 670,109 695,258 

貸倒引当金 △147,235 △138,970 

投資その他の資産合計 8,363,517 9,613,283 

固定資産合計 27,566,538 29,078,301 

資産合計 36,424,399 37,800,217 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,388,578 5,594,569 

短期借入金 9,737,000 16,060,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,508,356 245,856 

未払金 1,758,726 1,894,459 

未払法人税等 81,200 92,457 

賞与引当金 371,200 285,250 

その他の引当金 123,946 161,923 

その他 1,157,579 1,139,541 

流動負債合計 21,126,588 25,474,058 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成21年2月28日） 

固定負債   

長期借入金 3,951,718 516,569 

退職給付引当金 1,389,616 1,398,404 

役員退職慰労引当金 405,630 458,180 

長期未払金 2,224,076 2,488,038 

その他 1,391,801 1,556,878 

固定負債合計 9,362,842 6,418,070 

負債合計 30,489,430 31,892,128 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,635,987 2,635,063 

資本剰余金 2,910,868 2,909,947 

利益剰余金 1,090,006 1,065,747 

自己株式 △7,555 △7,105 

株主資本合計 6,629,306 6,603,652 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,775 △32,479 

土地再評価差額金 △825,441 △825,441 

評価・換算差額等合計 △860,217 △857,920 

新株予約権 165,880 162,357 

純資産合計 5,934,968 5,908,088 

負債純資産合計 36,424,399 37,800,217 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年3月1日 

   至 平成21年8月31日） 

売上高 55,130,556

売上原価 41,110,112

売上総利益 14,020,443

営業収入 1,200,251

営業総利益 15,220,695

販売費及び一般管理費 14,804,837

営業利益 415,857

営業外収益  

受取利息 18,386

受取配当金 30,330

資材売却による収入 32,427

その他 21,017

営業外収益合計 102,162

営業外費用  

支払利息 141,880

その他 3,501

営業外費用合計 145,382

経常利益 372,637

特別利益  

固定資産売却益 4,000

投資有価証券売却益 122,503

テナント退店違約金収入 36,667

受取補償金 16,857

新株予約権戻入益 9,954

その他 9,181

特別利益合計 199,164

特別損失  

固定資産売却損 18,001

固定資産除却損 27,140

投資有価証券売却損 98,928

店舗閉鎖損失 90,048

賃貸借契約解約損 5,472

役員退職慰労金 1,000

特別損失合計 240,591

税金等調整前四半期純利益 331,209

法人税、住民税及び事業税 47,200

法人税等調整額 162,384

法人税等合計 209,584

四半期純利益 121,624
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年6月1日 

   至 平成21年8月31日） 

売上高 27,457,780

売上原価 20,524,162

売上総利益 6,933,617

営業収入 584,776

営業総利益 7,518,394

販売費及び一般管理費 7,372,339

営業利益 146,055

営業外収益  

受取利息 9,213

受取配当金 30,319

資材売却による収入 16,080

その他 7,395

営業外収益合計 63,009

営業外費用  

支払利息 66,811

その他 1,770

営業外費用合計 68,581

経常利益 140,482

特別利益  

固定資産売却益 4,000

投資有価証券売却益 121,377

テナント退店違約金収入 36,667

受取補償金 16,857

その他 9,181

特別利益合計 188,084

特別損失  

固定資産売却損 18,001

固定資産除却損 20,386

投資有価証券売却損 98,928

店舗閉鎖損失 56,659

賃貸借契約解約損 4,236

役員退職慰労金 1,000

特別損失合計 199,212

税金等調整前四半期純利益 129,354

法人税、住民税及び事業税 5,320

法人税等調整額 66,006

法人税等合計 71,326

四半期純利益 58,028
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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２四半期連結累計期間 
（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  

税金等調整前四半期純利益 331,209

減価償却費 903,728

賞与引当金の増減額（△は減少） 85,950

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,030

ポイント引当金の増減額（△は減少） △30,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,787

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,550

受取利息及び受取配当金 △48,716

支払利息 141,880

店舗閉鎖損失 90,048

有形固定資産売却損益（△は益） 14,001

有形固定資産除却損 27,140

投資有価証券売却損益（△は益） △23,574

たな卸資産の増減額（△は増加） 190,738

仕入債務の増減額（△は減少） 794,008

その他 56,832

小計 2,463,933

利息及び配当金の受取額 36,284

利息の支払額 △135,983

法人税等の支払額 △60,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,303,860

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △687,029

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,843

投資有価証券の取得による支出 △20,797

投資有価証券の売却による収入 1,027,068

敷金及び保証金の差入による支出 △97,954

敷金及び保証金の回収による収入 41,296

その他 6,167

投資活動によるキャッシュ・フロー 274,593
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年3月1日 

   至 平成21年8月31日） 

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） △6,323,000

割賦未払金の増加による収入 144,270

割賦債務の返済による支出 △409,754

長期借入れによる収入 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △302,351

再生債権の弁済による支出 △123,719

配当金の支払額 △95,976

その他 1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,109,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 469,317

現金及び現金同等物の期首残高 1,523,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,992,635
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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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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

当社グループは小売業として、同一セグメントに属する生鮮食品、一般食品及び日用雑貨用品等の

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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】 

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

海外売上高がないため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) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－ 11 －
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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）（要約）中間連結損益計算書 

                      （単位：千円） 

「参考」

科  目

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

金額

Ⅰ 売上高 60,958,078

Ⅱ 売上原価 45,677,274

   売上総利益 15,280,804

Ⅲ 営業収入 1,292,267

   営業総利益 16,573,071

Ⅳ 販売費及び一般管理費 16,221,137

   営業利益 351,933

Ⅴ 営業外収益

 1. 受取利息 20,589

 2. 受取配当金 27,078

 3. 資材売却による収入 58,221

 4. その他 14,595

Ⅵ 営業外費用

 1. 支払利息 135,087

 2. その他 8,840

   経常利益 328,490

Ⅶ 特別利益

 1. 固定資産売却益 500

 2. 関係会社株式売却益 739,794

 3. 店舗撤退損引当金戻入益 47,200

 4. 役員賞与引当金戻入益 18,670

 5. テナント退店違約金収入 700

 6. その他 17,002

Ⅷ 特別損失

 1. 固定資産売却損 10,262

 2. 固定資産除却損 91,813

 3. 減損損失 70,318

 4. リース契約解約損 52,749

 5. 貸倒引当金繰入額 39,800

 6. 店舗撤退損引当金繰入額 35,184

 7. 店舗撤退損 27,276

 8. 賃貸借契約解約損 14,307

   税金等調整前中間純利益 810,645

   法人税、住民税及び事業税 31,578

   法人税等調整額 137,479

   中間純利益 641,587

－ 12 －
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（2）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                           （単位：千円） 

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 810,645

   減価償却費 816,687

   減損損失 70,318

   賞与引当金の増減額(△は減少) 59,780

   役員賞与引当金の増減額(△は減少) △ 37,000

   販促ポイント引当金の増減額(△は減少) △ 122,923

   退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 64,484

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 8,080

   受取利息及び受取配当金 △ 47,668

   支払利息 135,087

   店舗撤退損 27,276

   有形固定資産売却益 △ 500

   有形固定資産売却損 10,262

   有形固定資産除却損 91,813

   関係会社株式売却益 △ 739,794

   たな卸資産の増減額(△は増加) 106,807

   仕入債務の増減額(△は減少) 1,189,559

   その他 420,309

    小計 2,734,257

   利息及び配当金の受取額 31,057

   利息の支払額 △ 132,305

   法人税等の支払額 △ 120,611

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,512,397

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形・無形固定資産の取得による支出 △ 1,809,285

   有形・無形固定資産の売却による収入 32,608

   投資有価証券の取得による支出 △ 739,610

   敷金・保証金の差入による支出 △ 359,838

   敷金・保証金の返還による収入 132,843

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入

95,698

   その他 △ 68,524

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,716,107

－ 13 －
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                           （単位：千円） 

 
  

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

区分 金額

Ⅲ 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) 157,335

   割賦未払金の増加による収入 320,558

   割賦債務の返済による支出 △ 281,444

   社債の償還による支出 △ 100,000

   長期借入金の返済による支出 △ 130,245

   再生債権の弁済による支出 △ 123,719

   配当金の支払額 △ 97,420

   その他 △ 372

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 255,307

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 459,017

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,573,153

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,114,135

－ 14 －
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