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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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）

売上高 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 5,396 △2.2 53 △48.2 60 △45.9 14 △66.4

22年2月期第1四半期 5,516 ― 102 ― 111 ― 43 ―

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 2.10 ―

22年2月期第1四半期 6.25 ―

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 8,717 3,804 43.6 548.32
22年2月期 9,131 3,817 41.8 553.39

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  3,804百万円 22年2月期  3,817百万円

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 ― 7.00 7.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  
 

売上高 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

11,369 2.6 164 △32.2 170 △33.2 54 △47.7 7.95

通期 23,443 5.0 546 7.3 561 4.6 238 4.6 34.47
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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 6,939,317株 22年2月期  6,897,817株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―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 6,917,548株 22年2月期第1四半期 6,895,817株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想に関する記述は、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
値と異なる可能性があります。 
業績予想に関する事項については、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ください。 
なお、1株当たり当期純利益は、当第１四半期の期中平均株式数を基に算出しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期累計期間における我が国経済は、新興国の経済成長などを背景に、輸出が回復し、国内においても

政府の景気対策の効果が表れたことなどにより、一部に景気回復の兆しが見られ、企業業績は緩やかに回復いた

しました。また、輸出関連を中心とした事業環境の改善により、設備投資や雇用環境についても下げ止まりの兆

しを見ることができました。しかしながら一方では、個人消費の動きは弱い状況下にあり、回復までには至らず、

景気の先行きに対する不透明感を高めるところとなりました。 

 

食品業界におきましても、消費者の節約志向は引き続き強く、販売単価は下落傾向であり、業種・業態を越え

た競争が進行しております。 

このような経営環境の下、当社はビジョンで掲げる「こどもとお母さんにとってもっとも愛され信頼されてい

る企業」となるべく、顧客視点に立ったマーケティングを実施し、定期品におきましては、メニュー内容を全面

的に見直し、大幅なリニューアルを行いました。さらに、注文品におきましては、販売促進の取り組みとして、

カタログの増ページや紙面構成のリニューアルを行い、商品の販売強化に努めました。 

また、収支面におきましては、費用対効果の精査を強化することで経費管理を徹底し、諸経費の抑制および削

減に努めました。 

 

これらの取り組みの結果、当第１四半期累計期間の売上高は5,396百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業利

益は53百万円（前年同四半期比48.2％減）、経常利益は60百万円（前年同四半期比45.9％減）、四半期純利益は

14百万円（前年同四半期比66.4％減）となりました。 

 

企画分類別売上高につきましては、次のとおりであります。 

定期品は1,994百万円（前年同四半期比0.2％増）、注文品は3,335百万円（前年同四半期比3.3％減）、その他

は､66百万円（前年同四半期比11.5％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

 (流動資産) 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は4,595百万円となり、前事業年度末残高4,954百万円と比

較して358百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が1,124百万円増加したものの、売掛金が1,618百万

円減少したことなどによるものであります。 

 (固定資産) 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は4,121百万円となり、前事業年度末残高4,176百万円と比

較して55百万円減少いたしました。これは、基幹システムに関するソフトウエア償却費、のれん償却額の計上

に伴い、無形固定資産が減少したことなどによるものであります。 

 (流動負債) 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は3,243百万円となり、前事業年度末残高3,655百万円と比

較して412百万円減少いたしました。これは、買掛金が217百万円増加、賞与引当金が44百万円増加したものの、

短期借入金が600百万円、未払法人税等が110百万円減少したことなどによるものであります。 

 (固定負債) 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は1,668百万円となり、前事業年度末残高1,658百万円と比

較して10百万円増加いたしました。これは、役員退職慰労引当金、リース債務が増加したことなどによるもの

であります。 

 (純資産) 

 当第１四半期会計期間末における純資産は3,804百万円となり、前事業年度末残高3,817百万円と比較して12

百万円減少いたしました。これは、株式の発行により資本金および資本剰余金にそれぞれ10百万円を計上した

ものの、剰余金の配当により48百万円減少したことなどによるものであります。
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(2) キャッシュ・フローの状況の分析 

 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、前事業年度末と比較し

て1,124百万円増加し、1,701百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は1,813百万円（前年同四半期に得られた資金は498百万円）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益が60百万円となったこと、減価償却費、ソフトウエア償却費及びのれん償却額

合わせて98百万円、売上債権の減少額1,618百万円、仕入債務の増加額217百万円などによる収入と、たな卸資

産の増加額16百万円などによる支出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) 

 投資活動の結果使用した資金は66百万円（前年同四半期に使用した資金は71百万円）となりました。これは

主に、無形固定資産の取得による支出63百万円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) 

 財務活動の結果使用した資金は623百万円（前年同四半期に使用した資金は33百万円）となりました。これは

主に、短期借入金の純減少額600百万円、配当金の支払額34百万円などによるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年４月９日発表の数値から変更はありません。 

 

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 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

(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 

 （表示方法の変更） 

  四半期損益計算書関係 

前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「期限切品処分収

入」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしており

ます。なお、前第１四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「期限切品処分収入」は3,031千円

であります。 
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,701,711 577,289

売掛金 2,225,733 3,844,374

商品及び製品 502,589 489,201

原材料及び貯蔵品 18,180 14,836

その他 408,633 275,218

貸倒引当金 △260,984 △246,501

流動資産合計 4,595,863 4,954,418

固定資産   

有形固定資産 473,273 480,729

無形固定資産   

のれん 2,864,357 2,909,823

その他 443,334 447,355

無形固定資産合計 3,307,691 3,357,179

投資その他の資産   

その他 386,709 385,225

貸倒引当金 △46,232 △46,239

投資その他の資産合計 340,476 338,986

固定資産合計 4,121,442 4,176,894

資産合計 8,717,305 9,131,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,762,150 1,545,021

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 430,000 430,000

未払法人税等 64,750 175,208

賞与引当金 126,252 82,232

販売促進引当金 9,431 2,362

その他 851,156 820,978

流動負債合計 3,243,741 3,655,804

固定負債   

長期借入金 1,280,000 1,280,000

退職給付引当金 222,425 220,487

役員退職慰労引当金 54,000 50,200

その他 112,140 107,615

固定負債合計 1,668,565 1,658,302

負債合計 4,912,307 5,314,106
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,015 856,225

資本剰余金 2,279,601 2,268,811

利益剰余金 658,381 692,169

株主資本合計 3,804,998 3,817,206

純資産合計 3,804,998 3,817,206

負債純資産合計 8,717,305 9,131,313
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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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 5,516,168 5,396,318

売上原価 3,475,601 3,392,671

売上総利益 2,040,566 2,003,647

販売費及び一般管理費 1,937,925 1,950,462

営業利益 102,641 53,185

営業外収益   

受取手数料 6,196 6,207

期限切品処分収入 － 3,236

その他 10,548 4,548

営業外収益合計 16,744 13,992

営業外費用   

支払利息 7,492 6,265

その他 500 627

営業外費用合計 7,992 6,893

経常利益 111,393 60,283

特別損失   

固定資産除却損 586 －

減損損失 2,335 －

特別損失合計 2,921 －

税引前四半期純利益 108,472 60,283

法人税、住民税及び事業税 69,447 62,028

法人税等調整額 △4,085 △16,240

法人税等合計 65,361 45,787

四半期純利益 43,110 14,496
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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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 108,472 60,283

減価償却費 17,305 22,648

ソフトウエア償却費 21,052 29,976

のれん償却額 45,465 45,465

減損損失 2,335 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,225 14,476

販売促進引当金の増減額(△は減少) 2,748 7,068

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,343 44,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,291 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,239 1,938

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,890 3,800

受取利息 △116 △117

支払利息 7,492 6,265

固定資産除却損 586 －

売上債権の増減額（△は増加） 294,256 1,618,640

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,616 △16,731

仕入債務の増減額（△は減少） 273,866 217,128

その他 △3,014 △66,132

小計 753,459 1,988,732

利息及び配当金の受取額 116 154

利息の支払額 △7,492 △6,282

法人税等の支払額 △247,716 △168,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,367 1,813,715

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 △8,485 －

無形固定資産の取得による支出 △68,305 △63,526

関係会社株式の取得による支出 △1,430 －

貸付金の回収による収入 1,480 1,517

差入保証金の差入による支出 △422 △556

差入保証金の回収による収入 6,033 254

その他 － △3,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,128 △66,023

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） － △600,000

株式の発行による収入 － 21,580

リース債務の返済による支出 △684 △10,712

配当金の支払額 △32,362 △34,137

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,046 △623,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 394,192 1,124,422

現金及び現金同等物の期首残高 1,509,624 577,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,903,817 1,701,711
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

(1) 生産実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、生産実績は記載しておりませんが、当

第１四半期累計期間における仕入実績を、品目分類別に示すと次のとおりであります。 

なお、下記「(3) 販売実績」には、企画分類別の記載がありますが、当分類は販売に関する分類であるた

め、仕入実績としては記載しておりません。 

 

 品目分類別仕入状況 

 

前第１四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 
分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 1,548,050 43.6 1,519,351 44.3

 畜産品 444,067 12.5 416,401 12.1

 水産品 230,150 6.5 217,781 6.4

 加工食品 963,403 27.1 920,102 26.9

食品計 3,185,672 89.7 3,073,636 89.7

 日用品等 365,530 10.3 335,538 9.8

非食品計 365,530 10.3 335,538 9.8

その他計 1,318 0.0 17,213 0.5

合計 3,552,521 100.0 3,426,388 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、受注実績は記載しておりません。 
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(3) 販売実績 

当社の当第１四半期累計期間における販売実績を、企画分類別、品目分類別に示すと次のとおりでありま

す。 

 

 (a) 企画分類別売上状況 

 

前第１四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 1,990,754 36.1 1,994,050 37.0

 注文品 3,449,943 62.5 3,335,451 61.8

 その他 75,469 1.4 66,816 1.2

合計 5,516,168 100.0 5,396,318 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (b) 品目分類別売上状況 

 

前第１四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 2,666,892 48.3 2,663,724 49.4

 畜産品 469,833 8.5 444,914 8.2

 水産品 342,050 6.2 319,551 5.9

 加工食品 1,445,333 26.2 1,368,567 25.4

食品計 4,924,110 89.2 4,796,758 88.9

 日用品等 523,097 9.5 538,316 10.0

非食品計 523,097 9.5 538,316 10.0

その他計 68,959 1.3 61,244 1.1

合計 5,516,168 100.0 5,396,318 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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