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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年5月20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）

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 ％

23年2月期第1四半期 60,082 △5.3 △814 ― △915 ― △595 ―

22年2月期第1四半期 63,442 ― △1,595 ― △1,620 ― △1,039 ―

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

23年2月期第1四半期 △31.71 ―

22年2月期第1四半期 △55.38 ―

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

23年2月期第1四半期 112,085 18,027 16.1 959.58
22年2月期 112,797 18,653 16.5 993.32

（参考） 自己資本  23年2月期第1四半期  18,007百万円 22年2月期  18,640百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

127,600 △1.7 △500 ― △650 ― △550 ― △29.27

通期 256,000 △1.1 1,900 292.7 1,600 265.8 970 0.9 51.63
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 18,787,619株 22年2月期 18,787,619株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期 21,968株 22年2月期 21,864株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 18,765,696株 22年2月期第1四半期 18,764,926株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記において記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した数値であり、たぶんに不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業
況の変化等により、上記予想数値等は異なる場合があります。 
業績予想の前提は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をご覧ください。 
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当第１四半期の九州経済は、企業収益や雇用環境は緩やかに回復の兆しが見られるものの、低温傾向等

による衣料品の不振など大型小売店販売額も前年割れが続いており、九州における小売業を取り巻く環境

は、依然として厳しい状況が継続しております。  

  このような状況の下、当社はお客さま満足の実現に向け、地域に密着した品揃えや売場づくりに取り組

むとともに、ローコスト経営の推進による収益構造改革を進めてまいりました。  

  商品面では、夏の機能性インナー「トップバリュ クーリッシュファクト」や、生地に特殊加工を施し

て汗ジミを目立ちにくくするインナー「トップバリュ 夏技（ナツワザ）」など、付加価値の高い商品の

展開を強化いたしました。  

  地産地消の推進では、食料品を中心に各店ごとに地場産品の積極的な拡販に努めるとともに、「鹿児島

うまいものフェア」「長崎うまいものフェア」など、九州各県の特産品を当社のジャスコやサティの43店

舗で販売する取り組みを行ってまいりました。  

  さらに、本年３月21日に開催された「福岡アジアコレクション（通称：ＦＡＣｏ）」への協賛をきっか

けに、ティーンズの女性を対象としたオリジナル商品「ＦＡＣｏ × ルート80」の販売を開始いたしまし

た。この取り組みにより九州のファッション産業の振興をサポートするとともに、衣料品売場の活性化を

行いました。  

  店舗展開では、４月に戸畑サティ（福岡県北九州市）をイオン戸畑ショッピングセンターと名称変更し

てリニューアルオープンし、今まで以上にお客さまのニーズに合った売場づくりを行いました。  

  また、本年１月より開始したサイクルショップの路面店展開では、３月に２号店となる「イオン サイ

クルショップ南ヶ丘店」（福岡県大野城市）を開店するとともに、ショッピングセンター内への展開とし

てイオン戸畑ショッピングセンター内に１店舗を開店いたしました。 

  このほか、お客さまのお買物の利便性向上に向けイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」の拡大に継続的に取

り組み、当第１四半期末における当社での発行累計枚数は約８０万枚となりました。さらに、本年４月よ

り当社店舗の直営売場や専門店で、九州旅客鉄道株式会社の発行する「ＳＵＧＯＣＡ」の電子マネーによ

る決済が可能になりました。  

  このような取り組みを実施いたしましたが、低気温の影響を受け春物衣料や園芸関連商材が伸び悩んだ

ことにより、既存店売上高は前年同期比95.5％となりました。  

  売上総利益率は会社合計で26.3％となり、前年同期を0.3ポイント上回りました。   

  経費面では、ローコスト経営の推進として、働き方などの構造改革や人員の配置見直しによる効果的な

人員の活用、省エネ機器の導入や店舗維持費の見直しによる設備費の削減、効率的な販促媒体の変更など

に取り組み、販売費及び一般管理費で前年同期に比べ15億90百万円の削減ができました。  

  

この結果、当第１四半期の営業収益は600億82百万円（前年同期比5.3％減）、営業損失は経費削減効果

や売上総利益率の改善により前年同期から７億80百万円の改善ができたものの、第１四半期は年間での売

上構成が低い期間であることにより８億14百万円、経常損失は９億15百万円（前年同期に比べ７億５百万

円改善）、四半期純損失は５億95百万円（前年同期に比べ４億43百万円改善）となりました。 

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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(1)財政状態の分析 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて７億12百万円減少し、1,120億85百万円

となりました。これは主に在庫削減に努めたことによる商品の減少及び減価償却等に伴う固定資産の

減少によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて85百万円減少し、940億57百万円とな

りました。これは主に短期借入金は増加しましたが、買掛金及び預り金が減少したことによるもので

あります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて6億26百万円減少し、180億27百万

円となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。 

 当第１四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

に比べ３億29百万円減少し、当第１四半期会計期間末には38億98百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は77億83百万円となり、前年同期に比べ67億93百万円の支出増加となりま

した。これは主に、仕入債務及び預り金の減少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） 

投資活動による資金の減少は７億95百万円となり、前年同期に比べ16億19百万円の支出減少となりま

した。これは主に、当期において新規出店を控えたこと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） 

財務活動による資金の増加は82億50百万円となり、前年同期に比べ45億50百万円の収入増加になりま

した。これは主に、短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。 

  

  

第１四半期の業績は、概ね計画どおりに推移しており、2010年4月６日に発表いたしました第２四半期

累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債

③ 純資産

(2) キャッシュ・フローの状況

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：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(2010年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,898 4,228

受取手形 133 119

売掛金 1,205 1,032

商品 24,899 26,435

その他 6,773 5,440

貸倒引当金 △11 △0

流動資産合計 36,898 37,254

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 35,418 35,663

その他（純額） 15,438 15,583

有形固定資産合計 50,857 51,247

無形固定資産 166 149

投資その他の資産   

差入保証金 16,674 16,702

その他 7,500 7,474

貸倒引当金 △12 △30

投資その他の資産合計 24,162 24,146

固定資産合計 75,186 75,542

資産合計 112,085 112,797

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,552 2,198

買掛金 21,652 26,395

短期借入金 17,500 10,300

1年内返済予定の長期借入金 4,576 5,258

コマーシャル・ペーパー 7,000 7,000

未払法人税等 77 691

賞与引当金 1,177 593

その他 12,825 15,778

流動負債合計 66,360 68,215

固定負債   

長期借入金 16,789 14,868

その他 10,908 11,059

固定負債合計 27,697 25,928

負債合計 94,057 94,143
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(2010年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,144 3,144

資本剰余金 9,192 9,192

利益剰余金 4,896 5,679

自己株式 △40 △39

株主資本合計 17,193 17,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 813 663

評価・換算差額等合計 813 663

新株予約権 20 13

純資産合計 18,027 18,653

負債純資産合計 112,085 112,797
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2010年２月21日 
 至 2010年５月20日) 

売上高 59,609 56,392

売上原価 44,136 41,586

売上総利益 15,473 14,806

その他の営業収入 3,832 3,689

営業総利益 19,305 18,496

販売費及び一般管理費 20,900 19,310

営業損失（△） △1,595 △814

営業外収益   

受取利息 － 19

受取配当金 － 15

補助金収入 50 －

その他 63 20

営業外収益合計 113 55

営業外費用   

支払利息 128 110

その他 10 45

営業外費用合計 139 156

経常損失（△） △1,620 △915

特別利益 － －

特別損失   

固定資産除売却損 － 2

店舗閉鎖損失 28 －

その他 2 －

特別損失合計 30 2

税引前四半期純損失（△） △1,651 △918

法人税、住民税及び事業税 68 50

法人税等調整額 △680 △373

法人税等合計 △612 △323

四半期純損失（△） △1,039 △595
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2010年２月21日 
 至 2010年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △1,651 △918

減価償却費 1,617 1,420

賞与引当金の増減額（△は減少） 488 583

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 －

受取利息及び受取配当金 △37 △34

支払利息 130 110

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 2

売上債権の増減額（△は増加） △774 △186

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,529 1,532

未収入金の増減額（△は増加） 271 △925

仕入債務の増減額（△は減少） △3,237 △5,389

預り金の増減額（△は減少） 711 △2,947

その他 322 △281

小計 △579 △7,035

利息及び配当金の受取額 22 20

利息の支払額 △125 △162

法人税等の支払額 △308 △606

営業活動によるキャッシュ・フロー △990 △7,783

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 △2,071 △654

差入保証金の差入による支出 △17 △15

差入保証金の回収による収入 57 60

預り保証金の受入による収入 58 88

預り保証金の返還による支出 △311 △223

長期前払費用の取得による支出 △126 △26

その他 △3 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,415 △795

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 3,400 7,200

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000 －

長期借入れによる収入 － 4,300

長期借入金の返済による支出 △1,268 △3,062

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △131 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,999 8,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 593 △329

現金及び現金同等物の期首残高 3,397 4,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,991 3,898
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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