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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 60,071 ― 2,961 ― 2,900 ― 1,500 ―
21年2月期第3四半期 56,323 11.3 2,707 2.6 2,619 5.7 1,237 32.7

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3四半期 60.70 ―
21年2月期第3四半期 50.12 ―

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3四半期 35,659 10,617 29.3 423.76
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3四半期  10,449百万円 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
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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年2月期 ― 5.00 ―
22年2月期 

（予想）
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 82,300 8.3 3,800 1.3 3,600 0.3 1,970 18.0 79.89
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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3四半期 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3四半期  1,421,100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3四半期 24,724,732株 21年2月期第3四半期 24,683,670株

－　2　－



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策効果や企業の在庫調整の進展などから一

部に改善の兆しが見られるものの、依然として雇用情勢の悪化や家計所得の減少、デフレの進行に加え

政治状況の混迷などから、景気は全般に厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中、当社グループの中核であるスーパーマーケット事業では、商品力や価格競争力

を強化しマーチャンダイジング力を向上させるとともに、安心・安全の提供や買いやすい売場整備に注

力し、徹底した効率化、コスト削減にも取り組み高収益体質の維持に努めております。 

店舗につきましては、9月にアルク慶万店（山口県周南市）を開設しました。従いまして、当期末の

店舗数は当社55店舗（うち、「アルク」は31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80店舗となりました。 

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における営業収益は600億71百万円、営業

利益は29億61百万円、経常利益は29億円、四半期純利益は15億円となりました。 

  

当第３四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15億11百万円増加し356億59百万円となりました。 

負債は、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べて2億79百万円増加し250億42百万

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12億31百万円増加し106億17百

万円となりました。 
  

当第３四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

会計年度末よりも6億81百万円増加し24億29百万円となりました。 

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、32億77百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が28億33百万円、減価償却費が7億88百万円、仕

入債務の増加額が3億87百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が7億64百万円であり

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、17億92百万円となりました。 

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13億86百万円であります。 

(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、8億4百万円となりました。 

主な内訳は、有利子負債の返済による純減額が4億40百万円、配当金の支払額が2億26百万円であ

ります。 

  

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３四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、第２四半期連結会計

期間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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 2,775,773 2,018,720

受取手形及び売掛金 208,685 173,067

商品 1,958,908 1,913,749

貯蔵品 43,281 37,351

繰延税金資産 294,226 166,875

その他 328,573 421,030

貸倒引当金 △596 △596

流動資産合計 5,608,852 4,730,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,647,078 11,663,090

土地 10,052,025 10,070,711

建設仮勘定 515,506 356,473

その他（純額） 933,092 725,340

有形固定資産合計 23,147,703 22,815,616

無形固定資産   

のれん 420,040 510,332

その他 683,050 667,232

無形固定資産合計 1,103,090 1,177,564

投資その他の資産   

投資有価証券 1,380,877 1,251,354

敷金及び保証金 2,551,028 2,169,472

繰延税金資産 724,590 851,653

その他 1,143,073 1,152,004

投資その他の資産合計 5,799,570 5,424,484

固定資産合計 30,050,363 29,417,665

資産合計 35,659,216 34,147,865
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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   

支払手形及び買掛金 5,050,444 4,662,664

短期借入金 2,330,000 2,960,000

1年内返済予定の長期借入金 4,151,017 4,363,469

1年内償還予定の社債 27,000 375,500

未払法人税等 881,160 293,767

賞与引当金 33,307 243,820

設備関係支払手形 455,210 669,687

その他 1,638,743 1,297,002

流動負債合計 14,566,882 14,865,910

固定負債   

社債 121,500 135,000

長期借入金 8,817,672 8,053,873

役員退職慰労引当金 50,520 53,256

長期未払金 218,269 426,538

その他 1,267,314 1,227,836

固定負債合計 10,475,276 9,896,504

負債合計 25,042,158 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 7,159,421 5,906,033

自己株式 △985,415 △860,994

株主資本合計 10,462,896 9,333,929

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,559 △91,274

評価・換算差額等合計 △13,559 △91,274

少数株主持分 167,721 142,796

純資産合計 10,617,057 9,385,450

負債純資産合計 35,659,216 34,147,865
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 58,683,259

売上原価 44,114,436

売上総利益 14,568,823

営業収入 1,388,705

営業総利益 15,957,528

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 907,660

従業員給料及び賞与 5,167,028

賞与引当金繰入額 437,432

水道光熱費 1,020,776

賃借料 1,730,795

減価償却費 867,538

その他 2,865,258

販売費及び一般管理費合計 12,996,491

営業利益 2,961,037

営業外収益  

受取利息及び配当金 23,456

受取手数料 93,701

その他 60,530

営業外収益合計 177,687

営業外費用  

支払利息 184,956

長期前払費用償却 23,427

その他 29,446

営業外費用合計 237,829

経常利益 2,900,895

特別利益  

固定資産売却益 12

受取補償金 500

特別利益合計 512

特別損失  

固定資産売却損 10,486

固定資産除却損 37,784

店舗閉鎖損失 13,505

その他 6,460

特別損失合計 68,235

税金等調整前四半期純利益 2,833,171

法人税、住民税及び事業税 1,344,548

法人税等調整額 △39,487

法人税等合計 1,305,061

少数株主利益 27,250

四半期純利益 1,500,860
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 19,092,629

売上原価 14,359,987

売上総利益 4,732,642

営業収入 440,069

営業総利益 5,172,712

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費及び販売促進費 288,289

従業員給料及び賞与 1,652,837

賞与引当金繰入額 190,839

水道光熱費 350,733

賃借料 572,602

減価償却費 345,318

その他 802,289

販売費及び一般管理費合計 4,202,910

営業利益 969,802

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,751

受取手数料 34,634

その他 20,754

営業外収益合計 60,140

営業外費用  

支払利息 58,057

長期前払費用償却 6,715

その他 13,283

営業外費用合計 78,056

経常利益 951,885

特別損失  

固定資産売却損 42

固定資産除却損 35,566

店舗閉鎖損失 13,505

その他 6,460

特別損失合計 55,573

税金等調整前四半期純利益 896,311

法人税、住民税及び事業税 572,532

法人税等調整額 △79,859

法人税等合計 492,672

少数株主利益 7,964

四半期純利益 395,674
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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 2,833,171

減価償却費 788,848

のれん償却額 90,291

賞与引当金の増減額（△は減少） △210,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,736

長期未払金の増減額（△は減少） △208,276

受取利息及び受取配当金 △23,456

支払利息 184,956

固定資産売却損益（△は益） 10,473

固定資産除却損 6,784

投資有価証券売却損益（△は益） 460

売上債権の増減額（△は増加） △35,617

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,088

仕入債務の増減額（△は減少） 387,774

未払消費税等の増減額（△は減少） 101,197

その他 331,502

小計 4,203,773

利息及び配当金の受取額 23,456

利息の支払額 △185,682

法人税等の支払額 △764,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,277,203

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 △1,386,872

固定資産の売却による収入 9,524

投資有価証券の取得による支出 △23,228

投資有価証券の売却による収入 10,159

敷金及び保証金の差入による支出 △449,355

敷金及び保証金の回収による収入 118,047

貸付金の回収による収入 5,697

定期預金の増減額（△は増加） △76,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,792,028

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） △630,000

長期借入れによる収入 2,630,000

長期借入金の返済による支出 △2,078,653

社債の償還による支出 △362,000

リース債務の返済による支出 △10,059

自己株式の取得による支出 △124,420

配当金の支払額 △226,738

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 △804,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 681,052

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 2,429,181
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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。 

  

(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等 

(1) (要約) 前年同四半期連結損益計算書 
 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年11月30日)          科 目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 54,995,028

Ⅱ 売上原価 41,449,016

売上総利益 13,546,011

Ⅲ 営業収入 1,328,381

１ 不動産賃貸収入 633,505

２ その他の営業収入 694,875

営業総利益 14,874,392

Ⅳ 販売費及び一般管理費 12,166,796

営業利益 2,707,596

Ⅴ 営業外収益 178,955

１ 受取利息及び配当金 22,669

２ 受入手数料 88,206

３ その他 68,079

Ⅵ 営業外費用 267,103

１ 支払利息 222,765

２ 長期前払費用償却 28,090

３ その他 16,247

経常利益 2,619,449

Ⅶ 特別利益 8,410

１ 固定資産売却益 291

２ その他 8,118

Ⅷ 特別損失 360,440

１ 固定資産売却損 148

２ 固定資産除却損 28,309

３ 減損損失 115,480

４ 投資有価証券評価損 166,717

５ その他 49,785

税金等調整前四半期純利益 2,267,418

法人税、住民税及び事業税 904,002

法人税等調整額 100,164

少数株主利益 26,162

四半期純利益 1,237,089
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(2) 前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年11月30日) 区 分 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 2,267,418 

減価償却費 717,593 

減損損失 115,480 

のれん償却額 70,267 

賞与引当金の増減額(△は減少) 199,779 

ポイント引当金の増減額(△は減少) 4,786 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △480 

退職給付引当金の増減額(△は減少) △568 

長期未払退職金の増減額(△は減少) △227,717 

受取利息及び受取配当金 △22,669 

支払利息 222,757 

投資有価証券売却損 240 

長期前払費用償却額 28,090 

固定資産売却益 △291 

固定資産売却損 148 

固定資産除却損 7,368 

投資有価証券評価損 166,717 

売上債権の増減額(△は増加) △139,203 

棚卸資産の増減額(△は増加) △163,000 

仕入債務の増減額(△は減少) 681,801 

その他 △273,420 

小計 3,655,097 

利息及び配当金の受取額 22,669 

利息の支払額 △217,891 

法人税等の支払額 △1,070,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,389,380 
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年11月30日)             区 分 

金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得支出 △20,000 

固定資産の取得支出 △1,431,920 

固定資産の売却収入 75,631 

投資有価証券取得支出 △149,872 

投資有価証券売却収入 2,846 

長期前払費用の取得支出 △15,263 

敷金保証金の差入支出 △247,665 

敷金保証金の回収収入 69,037 

長期貸付金の回収収入 5,697 

新規連結子会社取得による収入 95,988 

固定性預金の増減額(△は増加) △212,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,828,120 

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(△は純減額) 190,000 

長期借入金の借入収入 3,740,000 

長期借入金の返済支出 △4,034,839 

社債の償還による支出 △130,500 

自己株式の取得支出 △49,404 

配当金の支払額 △185,545 

少数株主への配当金支払額 △2,249 

財務活動によるキャッシュ・フロー △472,538 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 88,721 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,776,380 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,865,102 
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