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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） 

(注)営業収益は四半期損益計算書の「売上高」及び「営業収入」の合計を記載しております。 

(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 6,577 △0.7 △169 ― △159 ― △168 ―
22年2月期第1四半期 6,623 ― △171 ― △165 ― △175 ―

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 △7.26 ―
22年2月期第1四半期 △7.55 ―

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 14,527 8,297 57.1 358.00
22年2月期 15,776 8,466 53.7 365.25

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  8,297百万円 22年2月期  8,466百万円

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 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

13,700 1.8 △250 ― △250 ― △250 ― △10.79

通期 28,000 1.6 △250 ― △250 ― △300 ― △12.94
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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  有  

[(注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。] 

(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 23,185,983株 22年2月期  23,185,983株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  7,289株 22年2月期  7,236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 23,178,736株 22年2月期第1四半期 23,179,039株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
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下さい。 
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第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退による企業業績の低迷が続く中、一

部には政府の景気対策や輸出の回復などにより上向く兆しが見え始めたものの、急激な円高による景

気や雇用環境の不透明さから個人消費の低迷が続き極めて厳しい状況で推移いたしました。当社が属

する小売業界におきましても、デフレによる価格競争と消費者の節約志向の高まりにより、依然とし

て経営環境は厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中、当社は「地域社会に愛され、信頼される店づくり」の経営理念を実現するた

めに顧客ニーズの把握に努め、売上向上に向けた営業活動を強化するとともに、経費削減に取り組み

収益の改善に努めてまいりました。  

 営業面におきまして、既存店舗の活性化を図るために人員配置の見直しをする一方、生鮮各市場と

の取引拡充、さらに食肉加工センターおよび海産加工センターの活用による品揃えの充実を図る等、

青果部門を中心とした生鮮部門の強化に努めてまいりました。  

 この結果、生鮮食料品の第１四半期売上高は対前年同期比108.7％となりました。また既存店ベー

スでの第１四半期売上高は対前年同期比約101％、来店客数は対前年同期比約103％となりましたが、

消費者の節約志向および低価格志向の高まりから依然として客単価は対前年同期比98％にあり収益を

押し上げるまでには至りませんでした。  

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、営業収益（売上高及び営業収入の合計）65億７千７

百万円（前年同期比99.３%）となりました。損益面につきましては、販売費及び一般管理費を４千万

円圧縮したものの営業収益の減少もあり営業損失は１億６千９百万円（前年同期１億７千１百万円）

となりました。また、経常損失は１億５千９百万円（前年同期１億６千５百万円）、四半期純損失は

１億６千８百万円（前年同期１億７千５百万円）となりました。  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

総資産の残高は145億２千７百万円で、前事業年度末に比べ12億４千８百万円減少しました。これは

主に、現金及び預金が10億３千９百万円減少する他、たな卸資産を8千５百万円圧縮したこと、有形固

定資産が償却等により７千２百万円減少したことによるものであります。  

 負債の残高は62億２千９百万円で、前事業年度末に比べ10億８千万円減少となりました。これは主

に、買掛金が８億６千４百万円減少する他、借入金が１億３千万円減少したことによるものでありま

す。  

 純資産の残高は82億９千７百万円で、前事業年度末に比べ１億６千８百万円減少しました。第１四

半期純損失１億６千８百万円を計上したことによるものであります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末より10億３千９百万円減少し

８億４千５百万円となりました。  

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８億８千７百万円（前年同期は２千万円の増加）となりました。減少

要因として、前事業年度末が金融機関の休日であったため仕入債務の内９億２千３百万円の支払いを

当期に行っており、この影響を除く当第１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは３

千５百万円の増加となります。これは主に税引前四半期純損失１億５千９百万円を計上しております

が、非資金費用として減価償却費７千７百万円と不動産賃借料の相殺による支払４千７百万円があっ

た他、たな卸資産を８千５百万円圧縮したこと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） 

 投資活動に使用した資金は２千１百万円（前年同期は４千７百万円使用）となりました。店舗改装

に伴う有形固定資産の取得に１千２百万円を支出したこと等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減少は１億３千万円（前年同期は３億３千４百万円の減少）となりました。

借入金を１億３千万円返済したこと等によるものであります。 

  

  

当第１四半期累計期間の業績につきましては、当初計画を多少下回る推移となっており、消費者の

低価格志向とそれに伴う小売業界における価格競争が依然として続いていることから、今後も外的要

因による下振れリスクは想定されます。  

 しかしながら、青果部門を中心とした生鮮部門の強化策実行により、当第1四半期期間の生鮮食料品

売上高は対前年同期比108.7％を確保し、また既存店ベースでの売上高は昨年同期比約101％、来店客

数は対前年同期比約103％と前年を上回るペースを維持していることなどから、平成22年４月６日に公

表いたしました平成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）の変更はござい

ません。  

  
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、事業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。 

②四半期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。 

  

該当事項はありません。 

  

    当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第１四半期会計期間においても営業損失１億６千

９百万円、四半期純損失１億６千８百万円を計上しております。当該状況により当社は、将来にわた

って事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当社は当該状況を解消すべく下記のとおり取り組んでおります。 

① 荒利の改善  

 お客様ニーズにあった売場作りや、商品政策を実行していく過程において、取扱い商品構成の見直

し、ロスの削減、新規商品の開発、在庫の削減等により荒利の改善を図ってまいります。  

② コスト構造の改善  

 既存店舗の損益状況を踏まえ、店舗運営を継続するか否かを機動的に判断し、不採算店舗について

は、早急に改善策を講じる等の対策を迅速に行ってまいります。  

 一方、コスト削減のみに注力するのではなく、費用対効果を検討し、効果が見込めるものについて

は積極的に投資を行い収益改善に結びつけてまいります。  

③ 人材の育成  

 当社の経営理念であります「地域社会に愛され信頼される店づくり」を実現させ、食の安全・安心

の提供、充実した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには、直接お客様と接する社員の知

識、技術及び接客等を向上させることが大切であります。そのためには積極的な社員の教育、研修等

を実施し、顧客サービスの向上を図ってまいります。  

  

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年５月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 875,398 1,914,710

売掛金 3,454 4,215

商品 925,127 1,010,532

貯蔵品 9,254 8,923

その他 423,889 431,818

貸倒引当金 △374 △375

流動資産合計 2,236,749 3,369,824

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,381,568 3,430,582

土地 3,954,505 3,954,505

その他（純額） 325,732 349,246

有形固定資産合計 7,661,806 7,734,334

無形固定資産 191,774 192,139

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,941,109 1,928,301

建設協力金 1,980,919 2,040,100

その他 560,264 556,790

貸倒引当金 △44,869 △44,922

投資その他の資産合計 4,437,423 4,480,269

固定資産合計 12,291,004 12,406,743

資産合計 14,527,754 15,776,568

負債の部

流動負債

買掛金 911,649 1,776,568

短期借入金 2,748,000 2,802,000

1年内返済予定の長期借入金 216,200 258,200

未払金 630,070 648,049

未払法人税等 17,186 51,149

賞与引当金 55,600 30,000

店舗閉鎖損失引当金 325,202 347,856

その他 132,591 155,304

流動負債合計 5,036,501 6,069,129

固定負債

長期借入金 321,600 355,650

退職給付引当金 306,449 309,685

長期預り保証金 449,785 458,635

その他 115,499 117,366

固定負債合計 1,193,334 1,241,338

負債合計 6,229,836 7,310,467
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年５月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 5,625,560 5,625,560

利益剰余金 △2,299,891 △2,131,585

自己株式 △4,513 △4,508

株主資本合計 8,297,789 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 128 －

評価・換算差額等 128 －

純資産合計 8,297,918 8,466,101

負債純資産合計 14,527,754 15,776,568
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

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

当第１四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年５月20日)

売上高 6,242,649 6,236,758

売上原価 4,907,560 4,899,957

売上総利益 1,335,089 1,336,800

営業収入 380,698 340,281

営業総利益 1,715,788 1,677,081

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 675,509 656,392

賞与引当金繰入額 － 25,600

退職給付費用 10,500 11,850

不動産賃借料 438,369 423,083

減価償却費 87,601 77,147

その他 675,273 652,252

販売費及び一般管理費合計 1,887,253 1,846,326

営業損失（△） △171,465 △169,244

営業外収益

受取利息 12,518 12,318

物品売却益 7,017 6,270

その他 6,047 7,496

営業外収益合計 25,582 26,085

営業外費用

支払利息 15,627 15,899

その他 4,306 246

営業外費用合計 19,933 16,146

経常損失（△） △165,816 △159,306

税引前四半期純損失（△） △165,816 △159,306

法人税、住民税及び事業税 9,300 9,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 9,300 9,000

四半期純損失（△） △175,116 △168,306
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22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（△） △165,816 △159,306

減価償却費 87,601 77,147

不動産賃借料相殺額 55,479 47,458

賞与引当金の増減額（△は減少） － 25,600

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △28,448 △22,534

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,779 △3,236

受取利息及び受取配当金 △12,518 △12,318

支払利息 15,627 15,899

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,615 85,074

仕入債務の増減額（△は減少） 97,486 △854,918

未払消費税等の増減額（△は減少） 87,177 △15,118

その他 △55,049 △19,284

小計 58,144 △835,536

利息及び配当金の受取額 4,196 3,622

利息の支払額 △10,805 △15,455

預り保証金の増減額（△は減少） 7,020 △4,000

法人税等の支払額 △37,774 △36,318

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,781 △887,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加） △49,900 33

有形固定資産の取得による支出 △74,402 △12,766

関係会社株式の取得による支出 △50,000 －

建設協力金の回収による収入 34,805 21,504

長期預り建設協力金の受入収入 90,000 －

その他 2,085 △30,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,412 △21,568

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） △277,718 △54,000

長期借入金の返済による支出 △57,000 △76,050

配当金の支払額 △41 △0

自己株式の取得による支出 △35 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,795 △130,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,426 △1,039,312

現金及び現金同等物の期首残高 1,550,142 1,884,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,188,716 845,398
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当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第１四半期会計期間においても営業損失１億６千９百

万円、四半期純損失１億６千８百万円を計上しております。当該状況により当社には、将来にわたって

事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当社は、こうした状況を解消すべく、荒利の改善、コスト構造の改善、人材の育成に取り組んでおり

ます。また、財務面につきましては、金融機関に対し6億円程度の追加融資を申し入れしております。

この他、営業活動によるキャッシュ・フローは概ね計画に沿って改善していると判断しておりますが、

計画に対し遅延すると判断した場合には、固定資産の処分を含めた施策も講じてまいります。  

 しかしながら、こうした取り組みは実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。  

 四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期財務諸表には反映しておりません。  

  

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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(注) １ 海産加工は、魚卵、干物魚、練物等であります。 

２ デイリー・菓子は、一般菓子、パン、牛乳等であります。 

３ 日配品は、麺類、漬物、冷凍食品、米等であります。 

４ その他は、ドラッグ、たばこ、健康ランド内レストラン等であります。 

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

6. その他の情報

部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％) 前年同四半期増減比（％）

生鮮食料品

精肉 673,974 10.8 107.8

鮮魚 396,576 6.4 103.5

青果 928,694 14.9 113.8

海産加工 195,930 3.1 100.7

小計 2,195,175 35.2 108.7

非生鮮食料品

一般食品 1,030,223 16.5 88.6

デイリー・菓子 984,584 15.8 97.1

日配品 768,708 12.3 98.1

惣菜 291,632 4.7 109.3

酒 431,759 6.9 93.9

小計 3,506,909 56.2 95.1

日用品雑貨 109,634 1.8 88.7

その他 425,038 6.8 102.8

合計 6,236,758 100.0 99.9
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