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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） 

 

(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 94,605 ― 1,586 ― 1,610 ― 787 ―

21年2月期第3四半期 95,034 △2.7 2,326 △12.4 2,336 △12.1 1,148 △18.1

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 28.44 ―

21年2月期第3四半期 41.44 ―

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 95,240 54,297 57.0 1,961.94
21年2月期 95,201 53,791 56.5 1,942.78

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  54,297百万円 21年2月期  53,791百万円

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 ― 9.00 9.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

9.00 9.00

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 128,600 1.1 2,500 △25.9 2,500 △26.8 1,100 62.5 39.74



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ぺージ【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．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．業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在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場合があります。 

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3四半期 27,818,895株 21年2月期  27,818,895株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  143,447株 21年2月期  131,139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 27,681,463株 21年2月期第3四半期 27,698,264株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により企業倒産の増加や雇
用・所得環境が悪化し、物価の下落や内需の低迷などデフレ下の不透明な経済環境に円高が加わって企業
収益を圧迫し、景気は引き続き低調に推移いたしました。小売業界におきましても、消費者の節約志向や
生活防衛意識がなお一層高まり、大変厳しい経営環境が続きました。  
 このような状況のもと、当社グループは、第一次中期経営計画に則った営業上の諸施策の構築や人材育
成を進め、お客様に喜んでいただける店づくりを目指して一貫した顧客第一主義で地域密着型の店舗運営
に邁進してまいりました。  
 営業政策面におきましては、「百均市」、「今が旬・祭」等の恒例セールを継続かつ積極的に実施する
とともに、化学調味料・合成保存料・合成着色料・合成香料を使用しない加工食品「美味安心」のアイテ
ム拡大や、地産地商地消の取り組みを推し進めてまいりました。また、９月からは「優」ブランド事業を
開始いたしました。これまで「こだわりの逸品」として展開していた商品群に新たに厳しい基準を設け、
生産から販売までを管理する「優」ブランド商品を展開し、お客様へより優れた「食の安全・安心・健
康」を提供してまいります。  
 食品製造面におきましては、精肉のアウトパック事業を拡大するとともに、電力監視システムや混焼ボ
イラーによりエネルギーコストの削減に取り組み、生産効率の向上に努めてまいりました。  
 その他の子会社等におきましては、農業生産法人「株式会社アグリ太陽」の農地で、ハウス養液栽培シ
ステムにより栽培されたパプリカ、トマト、ナスが収穫され、当社の一部の店舗にて販売いたしました。 
 管理政策面におきましては、流行を続ける新型インフルエンザに対応するために対策マニュアルを改定
して厳格に運用を行ってまいりました。また、情報セキュリティ基本方針を定め、業務上取り扱う顧客等
や当社の情報資産を各種脅威から守るための危機管理体制の充実に努めてまいりました。一方、「みどり
のカーテンづくり」事業、マイバッグ持参運動、リサイクル活動、夏期のクールビズ、プルタブ回収運動
など、引き続き環境に対する取り組みを継続、推進してまいりましたが、その取り組みにつきましては、
鹿児島県が主催する「かごしま環境フェア」で展示いたしました。  
 店舗につきましては、佐土原店（４月）、岩川店（６月）、松元店（10月）、日南店（11月）を新設
し、伊敷団地店（５月）を建替えしたほか、出水店（３月）、慈眼寺店（５月）、鴨池店（７月）、広原
店（９月）、寿店（９月）を改修いたしました。  
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益が946億5百万円となりました。また、引
き続き経費削減の努力を続けてまいりましたが、営業利益が15億86百万円、経常利益が16億10百万円、四
半期純利益が7億87百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は952億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円増
加いたしました。これは、主に現金及び預金が47億74百万円減少したものの、店舗の新設等により有形固
定資産が28億91百万円増加するとともに、他の資産も増加したことによるものであります。 
 負債は409億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億67百万円減少いたしました。これは、主に店
舗の新設等の資金調達により借入金が20億44百万円増加し、その他（リース債務）が15億83百万円増加し
たものの、前連結会計年度末が金融機関休日であったため買掛金が47億63百万円減少したことによるもの
であります。 
 純資産は542億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億5百万円増加いたしました。これは、主に
利益剰余金が5億37百万円増加したことによるものであります。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
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は、前連結会計年度末に比べ47億74百万円減

少し62億45百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは33億94百万円の支出となりました。主な内訳は、税金等調整前四
半期純利益が14億73百万円、減価償却費が16億18百万円、仕入債務の減少が55億62百万円、法人税等の支
払額が11億58百万円であります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは31億26百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の
取得による支出が20億25百万円、建設協力金の支払による支出が5億95百万円、事業譲受による支出が4億
34百万円であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは17億46百万円の収入となりました。主な内訳は、短期借入金の増
加が45億50百万円、長期借入金の返済による支出が27億55百万円であります。 

  

平成22年２月期通期連結業績予想につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」（平成21年９
月28日付）において公表しました予想から変更はありません。 

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

（固定資産の減価償却費の算出方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する
方法によっております。 

  

（繰延税金資産の算定方法） 

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ので、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。 

  

②四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。 

  

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 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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 

 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、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）が
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（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。 
 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軽微であります。 

  

③「リース取引に関する会計基準」の適用 

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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表より
適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準を適用し、通常の
売買取引に係る会計基準によっております。 
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー
ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度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

(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



5.【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

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 6,245 11,020

売掛金 108 48

商品及び製品 7,152 6,469

仕掛品 3 2

原材料及び貯蔵品 157 135

その他 2,142 1,883

流動資産合計 15,809 19,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,888 17,897

土地 52,682 52,293

その他（純額） 3,466 1,955

有形固定資産合計 75,037 72,146

無形固定資産   

のれん 53 70

その他 304 87

無形固定資産合計 357 157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,285 1,248

その他 2,889 2,228

貸倒引当金 △139 △139

投資その他の資産合計 4,036 3,337

固定資産合計 79,431 75,642

資産合計 95,240 95,201



(単位：百万円)

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   

買掛金 7,394 12,158

短期借入金 16,330 11,780

1年内返済予定の長期借入金 3,041 3,621

未払法人税等 444 667

賞与引当金 1,338 771

その他 4,479 3,936

流動負債合計 33,027 32,935

固定負債   

社債 30 －

長期借入金 2,821 4,747

退職給付引当金 1,251 1,283

役員退職慰労引当金 137 143

その他 3,674 2,301

固定負債合計 7,915 8,474

負債合計 40,942 41,410

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,505 8,505

資本剰余金 7,964 7,964

利益剰余金 37,862 37,324

自己株式 △180 △160

株主資本合計 54,152 53,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 145 157

評価・換算差額等合計 145 157

少数株主持分 － 0

純資産合計 54,297 53,791

負債純資産合計 95,240 95,201



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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 93,569

売上原価 73,572

売上総利益 19,996

営業収入 1,036

営業総利益 21,032

販売費及び一般管理費 19,446

営業利益 1,586

営業外収益  

受取利息 28

その他 165

営業外収益合計 194

営業外費用  

支払利息 138

その他 32

営業外費用合計 170

経常利益 1,610

特別利益  

固定資産売却益 24

特別利益合計 24

特別損失  

たな卸資産評価損 126

固定資産売却損 0

固定資産除却損 34

特別損失合計 161

税金等調整前四半期純利益 1,473

法人税、住民税及び事業税 956

法人税等調整額 △270

法人税等合計 686

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 787



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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 1,473

減価償却費 1,618

のれん償却額 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 547

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 138

有形固定資産除売却損益（△は益） 11

売上債権の増減額（△は増加） 405

たな卸資産の増減額（△は増加） △381

仕入債務の増減額（△は減少） △5,562

その他 △316

小計 △2,128

利息及び配当金の受取額 33

利息の支払額 △141

法人税等の支払額 △1,158

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,394

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,025

有形固定資産の売却による収入 28

投資有価証券の取得による支出 △59

事業譲受による支出 △434

建設協力金の支払による支出 △595

その他 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,126

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） 4,550

長期借入れによる収入 250

長期借入金の返済による支出 △2,755

社債の発行による収入 30

リース債務の返済による支出 △60

自己株式の取得による支出 △19

配当金の支払額 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,774

現金及び現金同等物の期首残高 11,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,245



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



前年同四半期に係る財務諸表等 

 (１) (要約) 四半期連結損益計算書 

「参考資料」

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（百万円）

Ⅰ 売上高 93,952

Ⅱ 売上原価 73,931

   売上総利益 20,021

Ⅲ 営業収入 1,081

   営業総利益 21,102

  販売費及び一般管理費 18,776

   営業利益 2,326

Ⅳ 営業外収益 211

Ⅴ 営業外費用 202

   経常利益 2,336

Ⅵ 特別利益 147

Ⅶ 特別損失 364

   税金等調整前 

   四半期純利益 2,118

  法人税等 970

  四半期純利益 1,148



 (２) (要約) 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（百万円）

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純利益 2,118

   減価償却費 1,461

      のれん償却費 17

   賞与引当金増減額 570

   役員賞与引当金増減額 △5

   ポイント引当金増減額 △3

   商品券回収損失引当金増減額 △1

   退職給付引当金増減額 △12

   役員退職慰労引当金増減額 140

   受取利息及び受取配当金 △55

   支払利息 194

   有形固定資産売・除却損益 △6

   固定資産受贈益 △129

   投資有価証券評価損 9

   売上債権増減額 △68

   たな卸資産増減額 △987

   仕入債務増減額 7,379

   その他資産負債増減額 942

    小計 11,564

   利息及び配当金の受取額 55

   利息の支払額 △195

   法人税等の支払額 △1,364

  営業活動によるキャッシュ・フロー 10,060

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △1,251

   有形固定資産の売却による収入 79

   その他 △339

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,510

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金増減額 1,670

   長期借入れによる収入 500

   長期借入金の返済による支出 △2,723

   自己株式取得による支出 △12

   親会社による配当金の支払額 △277

  財務活動によるキャッシュ・フロー △843

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 7,706

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,258

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 13,964




