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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年9月20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3月期第2四半期 55,117 ― 33 ― 71 ― △65 ―

21年3月期第2四半期 57,966 4.3 218 △61.9 325 △52.4 △517 ―

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3月期第2四半期 △3.25 ―

21年3月期第2四半期 △25.52 ―

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3月期第2四半期 46,693 15,387 33.0 758.20
21年3月期 47,333 15,507 32.8 764.15

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,387百万円 21年3月期  15,507百万円

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3月期 ― 6.25 ― 6.25 12.50

22年3月期 ― 6.25

22年3月期 
（予想）

― 6.25 12.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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 110,000 △4.3 400 △58.7 600 △48.1 0 ― 0.00
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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．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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。また、上記の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．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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3月期第2四半期 20,425,218株 21年3月期  20,425,218株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  131,157株 21年3月期  131,157株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 20,294,061株 21年3月期第2四半期 20,294,757株

－2－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の金融危機から一部企業において、業績改

善がみられるものの、中京圏においては、雇用環境の悪化や個人消費の冷え込みが続き、大変厳しい状

況で推移しました。 

 こうしたなか当社グループは、グループ各社が連携と協調を図りつつ、特に当期は、「飛躍に向けた

変化断行の年」と位置づけ、中期経営計画の実現に向けて、組織・業務体制の強化と結果がだせる新し

い仕組みづくりに力点を置いてその取り組みをいたしております。 

 しかしながら、当社グループの属する小売業界は厳しい経済情勢による不安感を背景に、生活者の生

活防衛意識の高まりや夏場の天候不順などから個人消費が低迷し、大変厳しい状況となりました。 

 その結果、当第２四半期のグループ連結業績は、営業収益551億17百万円(前年同期比4.9％減）、営

業利益33百万円（前年同期比84.8％減）、経常利益71百万円（前年同期比78.2％減）、第２四半期純損

失65百万円（前年同期比－）となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

スーパーマーケット事業を中核とする小売事業では、当四半期において、７月にアルテ太平通をザ・

チャレンジハウス太平通（愛知県名古屋市）へ業態変更し、また、アルテ新舞子を大幅改装するなど、

既存店舗の活性化につとめてまいりました。 

 新業態のザ・チャレンジハウスは、お客様の低価格志向に対応すべくＥＤＬＰ（エブリディ・ロープ

ライス、毎日お安い価格）を推進する店舗として取組みを開始いたしました。 

 しかしながら、消費環境の大変厳しい状況下において営業収益は、546億13百万円となりました。 

スポーツクラブを運営しているアスティ・スポーツ株式会社では、会員種別を増やし、新プログラム

の開発や各種イベントの開催など、会員増加に向けた取組みをいたしましたが、景気後退の影響から計

画会員数未達で推移し、営業収益は3億59百万円となりました。 

その他の事業部門は、店舗等不動産の賃貸管理事業であり、営業収益は１億44万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億39百万円減少し、466億93百万

円となりました。これは主に有形固定資産が３億48百万円、差入保証金が３億６百万円減少したことによ

るものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ、５億18百万円減少し、313億６百万円となりました。これは主に買掛

金が５億17百万円増加した一方、短期借入金が９億10百万円減少したことによります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ、１億20百万円減少し、153億87百万円となりました。これは主に利

益剰余金が減少したことによります。 

【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

［小売事業及び小売周辺事業］

［スポーツクラブ事業］

［その他の事業］

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
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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（以下「資金」という。）は前連結会計年度

末と比べ、67百万円減少し、52億90百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。 

営業活動の結果得られた資金は、12億40百万円となりました。これは主に、非資金損益項目の減価償却

費が５億98百万円、仕入債務の増加額が５億17百万円であったことによるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、１億２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出が２億91百万円であったことによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、12億５百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額が９億

10百万円、配当金の支払額が１億14百万円であったことによるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、景気後退の影響から、節約志向の高まりによる個人消費の低迷も

あり、第２四半期連結累計期間においては当初予想を下回りました。 

 第３四半期以降も個人消費を取り巻く環境は厳しいものと判断し、平成21年５月１日に公表しました、

平成22年３月期の業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては、平成21年10月19日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

一部の連結子会社を除き、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費
を期間按分して計算しております。 

  

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)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日公表分）を適用したことに伴い、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。 
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

(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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月20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３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,412,944 5,475,610

売掛金 755,792 714,130

商品及び製品 2,373,190 2,343,837

仕掛品 264 678

原材料及び貯蔵品 40,873 48,982

繰延税金資産 422,995 439,524

その他 1,927,558 2,283,958

貸倒引当金 △1,561 △2,079

流動資産合計 10,932,058 11,304,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,780,654 11,086,662

土地 10,041,535 10,041,535

その他（純額） 1,189,593 1,232,458

有形固定資産合計 22,011,783 22,360,657

無形固定資産   

借地権 869,356 869,356

その他 39,691 40,989

無形固定資産合計 909,047 910,345

投資その他の資産   

投資有価証券 2,184,645 1,996,394

差入保証金 9,261,790 9,568,755

繰延税金資産 55,466 85,870

その他 1,395,138 1,156,662

貸倒引当金 △120,110 △121,676

投資その他の資産合計 12,776,929 12,686,006

固定資産合計 35,697,760 35,957,009

繰延資産 64,047 71,709

資産合計 46,693,866 47,333,362
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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９月20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３月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,763,729 6,246,337

短期借入金 2,875,000 3,785,000

1年内返済予定の長期借入金 1,906,417 1,613,992

1年内償還予定の社債 2,784,500 1,522,000

未払費用 1,351,238 1,297,139

未払法人税等 111,034 115,814

賞与引当金 347,684 492,714

ポイント引当金 23,400 22,656

その他 1,413,936 1,437,871

流動負債合計 17,576,940 16,533,524

固定負債   

社債 3,187,500 4,436,000

長期借入金 7,982,127 8,462,448

繰延税金負債 254,597 151,847

退職給付引当金 453,492 406,310

長期預り保証金 1,356,236 1,356,428

役員退職慰労引当金 53,589 317,182

その他 442,378 161,884

固定負債合計 13,729,921 15,292,101

負債合計 31,306,862 31,825,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,220,618 4,220,618

資本剰余金 5,766,230 5,766,230

利益剰余金 5,912,908 6,093,128

自己株式 △904,851 △856,219

株主資本合計 14,994,905 15,223,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 392,098 283,978

評価・換算差額等合計 392,098 283,978

純資産合計 15,387,003 15,507,735

負債純資産合計 46,693,866 47,333,362
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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21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 52,608,427

売上原価 39,681,850

売上総利益 12,926,576

営業収入 2,509,166

営業総利益 15,435,743

販売費及び一般管理費 15,402,594

営業利益 33,149

営業外収益  

受取利息 13,063

受取配当金 20,961

持分法による投資利益 7,302

オンライン手数料 182,533

その他 35,661

営業外収益合計 259,522

営業外費用  

支払利息 157,908

その他 63,677

営業外費用合計 221,585

経常利益 71,086

特別利益  

固定資産売却益 23

貸倒引当金戻入額 2,252

特別利益合計 2,276

特別損失  

固定資産除却損 22,325

役員退職慰労金 40,636

その他 1,180

特別損失合計 64,142

税金等調整前四半期純利益 9,220

法人税、住民税及び事業税 70,833

法人税等調整額 49,743

法人税等合計 120,576

少数株主損失（△） △45,391

四半期純損失（△） △65,964
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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21日 
 至 平成21年９月20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 9,220

減価償却費 598,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,083

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,030

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,182

受取利息及び受取配当金 △34,025

支払利息 157,908

持分法による投資損益（△は益） △7,302

固定資産除却損 22,325

売上債権の増減額（△は増加） △41,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,829

仕入債務の増減額（△は減少） 517,392

未払費用の増減額（△は減少） 54,087

その他 196,474

小計 1,352,102

利息及び配当金の受取額 22,902

利息の支払額 △124,904

法人税等の支払額 △9,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,240,865

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △6,000

定期預金の払戻による収入 900

有形固定資産の取得による支出 △291,733

有形固定資産の売却による収入 2,001

差入保証金の差入による支出 △308,909

差入保証金の回収による収入 517,435

預り保証金の受入による収入 14,740

預り保証金の返還による支出 △24,186

その他 △7,163

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,915

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） △910,000

長期借入れによる収入 1,420,000

長期借入金の返済による支出 △1,607,896

社債の発行による収入 150,000

社債の償還による支出 △136,000

配当金の支払額 △114,491

少数株主への配当金の支払額 △3,240

その他 △4,088

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,765

現金及び現金同等物の期首残高 5,358,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,290,944
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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。 

  

該当事項ありません。 

  

該当事項ありません。 

  

(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）前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

「参考」

科目

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 55,367,549

Ⅱ 売上原価 41,644,377

  売上総利益 13,723,172

Ⅲ 営業収入 2,599,349

  営業総利益 16,322,521

Ⅳ 販売費及び一般管理費 16,104,423

  営業利益 218,098

Ⅴ 営業外収益 284,820

Ⅵ 営業外費用 177,327

  経常利益 325,591

Ⅶ 特別利益 37,182

Ⅷ 特別損失 1,269,851

 税金等調整前中間純損失 △907,077

 税金費用 △383,504

 少数株主損失 △5,692

 中間純損失 △517,880
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