
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  54,047  △5.8  189  －  283  270.4  △1,219  －

22年３月期第１四半期  57,403  1.7  △27  －  76  △77.8  △172  －

  
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３月期第１四半期  △26  25        ―

22年３月期第１四半期  △3  71        ―

  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３月期第１四半期  79,065  42,311  53.4  909  19

22年３月期  76,927  44,083  57.1  946  10

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 42,230百万円 22年３月期 43,946百万円

  
年間配当金

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３月期        ―  7 50      ― 7 50  15  00

23年３月期        ―

23年３月期（予想）  7 50      ― 7 50  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  110,400  △3.6  450  △47.9  540  △46.3  △1,020  ―  △21  96

通期  220,600  △1.4  3,450  1.4  3,620  △1.4  650  △50.5  13  99



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ.３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規   ―社 （社名）        、除外   ―社 （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

       

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年５月11日に公表いたしました平成23年３月期連結業績予想より変更はございません。 

 ２．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大きく異なる可能性があります。  

  

  

   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 52,381,447株 22年３月期 52,381,447株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 5,932,575株 22年３月期 5,930,675株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 46,449,732株 22年３月期１Ｑ 46,457,176株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出の増加や緊急経済対策の効果などを背景に景

気の持ち直しが期待されたものの、世界的な景気の下振れ懸念や雇用環境のさらなる悪化など景気の下押しリスク

は消えておらず、依然として厳しい状況にあります。小売業界におきましても、雇用不安や所得の伸び悩みなどか

ら消費マインドは一段と冷え込み、業種業態を超えた競争の激化も相まって厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、お客様から支持される店づくりのため、店舗運営体制の強化に取り組

み、より質の高いチェーンストア経営を進めてまいりました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、スーパーマーケット事業における売上高が減少した影響

で、営業収益は前年同四半期比33億55百万円減の540億47百万円（同5.8％減）となりました。売上総利益率は向上

したものの、売上高が減少したことで売上総利益は同５億52百万円減少し136億86百万円（同3.9％減）となりまし

た。一方、営業利益は、販売費及び一般管理費を同８億38百万円削減した結果、同２億17百万円増加し、１億89百

万円（前年同四半期は27百万円の営業損失）となり、同じく経常利益も同２億６百万円増加し、２億83百万円（同

270.4％増）となりました。また、資産除去債務に関する会計基準の適用により15億46百万円ならびに減損損失３

億64百万円などで特別損失20億39百万円を計上した結果、 終損益は12億19百万円の四半期純損失（前年同四半期

は１億72百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 当社グループにおけるセグメント別の状況は次のとおりです。 

 スーパーマーケット事業におきましては、新中期２ヶ年経営計画のもと、安定した収益の堅持に努め、経営基盤

の充実をはかるとともに、新たな顧客の創造に取り組んでおります。 

 販売面では、お客様視点での売場づくりを目指し、よりお客様ニーズに沿った販売計画の立案とその計画に基づ

いた売場展開やメニュー提案をすすめ、また、ホスピタリティ（おもてなしの心）があふれるクリンリネスの行き

届いた店づくりに努めております。さらに、昨年導入した「ing・fan（アイエヌジー・ファン）カード」を活用

し、当社独自のポイントシステムによる販売促進を強化するなど、引き続き固定顧客の拡大に努めております。 

 設備面では、６月に新狭山駅前店（埼玉県狭山市）を新設いたしました。また、練馬中村南店（東京都練馬区）

を小型店の惣菜強化型店舗「ina（い～な）21」に改装するなど既存店の活性化をすすめてまいりました。これら

の結果、当第１四半期連結会計期間末時点の店舗数は126店舗（うち「ina（い～な）21」は16店舗）になりまし

た。 

 また、売上高につきましては、「価格に頼らない、楽しい、美味しそうな、鮮度感溢れる」商品作り・売場作り

を目指す施策、並びに固定顧客拡大に重点をおいた販売促進策を進める中、依然としてお客様の節約志向は強く、

結果としては、既存店売上高が前年同四半期比7.9％減と大変厳しい状況で推移いたしました。 

 ドラッグストア事業におきましては、主力50品目の販売強化ならびにヘルス＆ビューティ売場など店舗内人員の

再配置による営業力の向上に努めるとともに、調剤部門の強化やヘルスケア商品、ビューティケア商品などの品揃

えの充実をはかりました。設備面では、国立矢川店（東京都国立市）をはじめ３店舗を新設し、当第１四半期連結

会計期間末時点の店舗数は95店舗になりました。また、花粉飛散量が少なかった影響で花粉症関連商品の販売が振

るわなかったことや前年に新型インフルエンザ関連商品の特需があった反動もあり、既存店売上高は前年同四半期

比4.4％減と厳しい状況でした。 

  （注）当第１四半期連結会計期間より、セグメント情報等の開示に関する会計基準等を適用したため、各セグメ

ントの対前年同期比較は記載しておりません。  

    

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ21億37百万円増加いたしました。その主な要

因は、資産の部では、土地の取得及び資産除去債務会計基準を適用したことによる影響で有形固定資産が22億36百

万円増加いたしました。また、負債純資産の部では、買掛金が10億18百万円、資産除去債務が26億38百万円それぞ

れ増加しましたが、四半期純損失などにより利益剰余金が15億67百万円減少いたしました。以上の結果、自己資本

比率は3.7ポイント下がり、53.4％になりました。  

    

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年５月11日公表時から変更しておりません。なお、業績予想は、現時点で入手

可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と異なる結果になる可能性

があります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はございません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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きましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法 

によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益および経常利益が29百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が15億75百万円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は26億７百万円となっております。 

  

   

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,945 5,283

売掛金 1,239 1,226

有価証券 7,968 5,679

商品及び製品 7,762 7,272

仕掛品 15 2

原材料及び貯蔵品 178 198

その他 5,254 5,995

貸倒引当金 △6 △13

流動資産合計 25,359 25,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,289 12,536

土地 16,207 14,583

その他（純額） 2,579 2,719

有形固定資産合計 32,076 29,839

無形固定資産 2,811 2,719

投資その他の資産   

投資有価証券 4,211 4,457

差入保証金 11,550 11,762

その他 3,063 2,511

貸倒引当金 △6 △8

投資その他の資産合計 18,817 18,723

固定資産合計 53,705 51,282

資産合計 79,065 76,927

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,666 13,648

短期借入金 622 －

1年内償還予定の社債 400 400

1年内返済予定の長期借入金 2,885 2,950

未払法人税等 142 1,259

ポイント引当金 478 614

その他 7,648 6,338

流動負債合計 26,844 25,211

固定負債   

長期借入金 3,538 3,901

退職給付引当金 1,083 1,082

資産除去債務 2,609 －

その他 2,676 2,648

固定負債合計 9,908 7,632

負債合計 36,753 32,844
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,981 8,981

資本剰余金 13,598 13,598

利益剰余金 24,881 26,449

自己株式 △6,109 △6,107

株主資本合計 41,352 42,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 878 1,025

評価・換算差額等合計 878 1,025

少数株主持分 81 136

純資産合計 42,311 44,083

負債純資産合計 79,065 76,927
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 57,403 54,047

売上高 55,322 52,035

売上原価 41,083 38,348

売上総利益 14,238 13,686

営業収入 2,080 2,012

営業総利益 16,319 15,699

販売費及び一般管理費 ※  16,347 ※  15,509

営業利益又は営業損失（△） △27 189

営業外収益   

受取利息 30 27

受取配当金 36 43

その他 73 61

営業外収益合計 140 132

営業外費用   

支払利息 35 33

その他 0 6

営業外費用合計 36 39

経常利益 76 283

特別損失   

固定資産処分損 105 95

減損損失 164 364

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,546

その他 － 33

特別損失合計 269 2,039

税金等調整前四半期純損失（△） △193 △1,756

法人税、住民税及び事業税 178 130

法人税等調整額 △196 △611

法人税等合計 △17 △481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,274

少数株主損失（△） △3 △55

四半期純損失（△） △172 △1,219
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 該当事項はございません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源 

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループの主たる事業は、主に食料品、日用雑貨、医薬品を販売目的とする小売チェーンであり、関連する

事業を法人化して、グループ経営を行っております。 

 したがって、当社グループは製品およびサービスの内容、業種に特有の規制環境などから「スーパーマーケッ 

ト事業」、「ドラッグストア事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「スーパーマーケット事業」は、生鮮食料品・加工食品・日用雑貨・惣菜・寿司等を販売しておリます。「ドラ

ッグストア事業」は、主に医薬品・化粧品等を販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失に関する情報 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

     （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産管理業、 

          食品製造業、建設業を営んでおります。 

        ２．セグメント利益の調整額は全額セグメント間取引消去によるものです。 

        ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を図っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（単位：百万円）

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成 

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はございません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

報告セグメント 

その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

スーパー

マーケッ

ト事業 

ドラッグ

ストア 

事業 

計  

 売上高          

  外部顧客への売上高  43,194 8,431 51,626 408  52,035  － 52,035

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 0 0 0 765  765  △765 －

 計  43,195 8,431 51,627 1,173  52,800  △765 52,035

 セグメント利益又は 

 損失（△） 
 107 △10 97 113  210  △20 189

  スーパーマーケット事業 ドラッグストア事業 合計 

 減損損失  244  119  364

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-　7　-

㈱いなげや　（8182）　平成23年３月期　第１四半期決算短信



  

  

（四半期連結損益計算書関係） 

  

（６）その他の注記情報

 前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）  

 当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

  
 ※  販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。  

 給料手当及び賞与 百万円 6,820

 地代家賃  百万円 2,418

 退職給付費用  百万円 312

 ※   販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

 給料手当及び賞与  百万円 6,648

 地代家賃  百万円 2,439

 退職給付費用  百万円 290
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