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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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）

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2四半期 53,644 5.0 2,577 10.6 2,679 8.5 1,498 10.6
22年2月期第2四半期 51,067 ― 2,330 ― 2,469 ― 1,355 ―

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2四半期 71.81 ―

22年2月期第2四半期 64.94 ―

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2四半期 55,256 30,476 55.2 1,460.52
22年2月期 54,452 29,228 53.7 1,400.70

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  30,476百万円 22年2月期  29,228百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

平成22年2月期の第2四半期末配当金の内訳 普通配当 12円00銭 記念配当 4円00銭 

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2月期 ― 16.00 ― 12.00 28.00

23年2月期 ― 14.00

23年2月期 
（予想）

― 14.00 28.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 105,807 3.2 4,554 3.7 4,720 1.9 2,642 8.2 126.63



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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等の変更」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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施されております。 

※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。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 20,867,800株 22年2月期  20,867,800株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  602株 22年2月期  484株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 20,867,267株 22年2月期2Q 20,867,364株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済施策による個人消費の喚起や新興国の

高成長に支えられた輸出拡大により企業収益の緩やかな回復の兆しが見られたものの、本格的な景気回

復までには至らず、また、急激な円高の進行により企業業績の悪化の懸念が広がるという状況の中で推

移いたしました。 

小売業界におきましては、競合各社の積極的な出店及び販売施策を実施する中、不透明な所得及び雇

用環境、消費税増税論議等による将来的な不安感から個人消費の持ち直しが遅れ、厳しい経営環境が続

いております。 

このような状況の中で当企業集団は、消費者の生活防衛意識に応えるべく、購買頻度の高い商品群の

価格強化を一層推進するとともに、商品力の強化及び売場づくりの活性化を図りました。 

店舗運営におきましては、当企業集団の最大の特長である標準化された店舗を基盤に、ＬＳＰ（作業

割当システム）の定着化、適正な人員配置を図り、効率的なチェーンオペレーションを推進いたしまし

た。また、当企業集団では自社物流センターを保有しており、計画的な一括集中仕入、自動検品仕分シ

ステムの活用により、店舗作業の省力化及び効率化をバックアップする体制を構築しております。 

店舗展開におきましては、平成22年３月群馬県高崎市に「高崎大八木店」、８月栃木県佐野市に「佐

野田沼店」を新規出店するとともに、競争力の強化及び当社が目指す標準化の推進のため既存店６店舗

の改装を実施いたしました。 

地域貢献活動におきましては、「食育活動」として、地域社会の皆様に健康的で豊かな食生活を提供

するためのイベントの開催及び女子栄養大学との産学連携による食生活の提案を行い、また、「環境活

動」として、店頭でお客様からペットボトルや空缶等を回収し再資源化を図るリサイクル活動や既存店

の改装に伴い省エネ工事を実施いたしました。 

一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」は、自社開発商品の製造及び管理体制の充実を行

い、店舗作業の軽減及び利益貢献を図りました。また、「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及

び販売用資材等の供給や清掃業務等、当企業集団のサービス業務の強化に取り組みました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高53,644百万円（前年同期比

105.0％）、営業収入を含む営業収益54,748百万円（前年同期比103.0％）、営業利益2,577百万円（前

年同期比110.6％）、経常利益2,679百万円（前年同期比108.5％）、四半期純利益1,498百万円（前年同

期比110.6％）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末と比べ803百万円増加し、55,256百万円となりました。この主な要因

は、土地、建物及び構築物の増加によるものであります。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末と比べ444百万円減少し、24,779百万円となりました。この主な要因

は、長期借入金の減少によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ1,248百万円増加し、30,476百万円となりました。この主な要

因は、利益剰余金の増加によるものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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123百万円

増加し、3,504百万円となりました。 

（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、3,696百万円（前年同四半期比123.0%）となり、前年同四半期に

比べ691百万円増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費が増加したこ

と等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、2,273百万円（前年同四半期比95.9%）となり、前年同四半期に比

べ97百万円減少いたしました。これは、有形固定資産の取得等による支出が減少したことによるもの

であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、1,299百万円となり、前年同四半期に比べ1,215百万円増加いたし

ました。これは、長期借入れによる収入が減少したこと等によるものであります。    

  

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日に発表いたしました売上高、営業利

益、経常利益、当期純利益及び１株当たり当期純利益に変更はありません。通期の営業収入を含む営業

収益につきましては、４ページ「2.その他の情報（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概

要」により、2,181百万円減少し108,010百万円（前年比101.2％）と想定しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

（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、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。  

  

（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。  

  

（会計処理の変更） 

①物流費用の計上区分の変更 

 従来、物流関連費用については、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第１四半期連結

会計期間より、営業収入に計上している「物流収入」（仕入取引先から当社物流センターへ納品され

る商品の店舗への配送業務に対して仕入取引先から受け取る収入等）より控除する方法に変更いたし

ました。  

 これは、今後業容の拡大とともに物流関連の収益及び費用の増加が想定されることから、費用を収

益から控除することにより物流部門における実質的な収益を明確にするとともに、営業総利益をより

適正に表示するために行ったものであります。  

 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、営業収入、販売費及び一般管理費がそれ

ぞれ1,071百万円減少し、営業総利益は同額減少しております。なお、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。 

        

②賃貸原価の計上区分の変更 

 従来、賃貸収入に対応する費用については、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より、営業原価に計上する方法に変更いたしました。  

 これは、今後賃貸収入の重要性が増すことに鑑み、賃貸収入に対する原価を明確にすることにより

営業総利益をより適正に表示するために行ったものであります。  

 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、営業原価は281百万円増加し、営業総利

益、販売費及び一般管理費がそれぞれ同額減少しております。なお、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。  

        

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,504 3,381

売掛金 163 186

商品及び製品 2,938 2,825

原材料及び貯蔵品 88 86

繰延税金資産 528 492

その他 1,241 1,734

流動資産合計 8,465 8,706

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,131 19,896

土地 13,732 13,235

その他（純額） 2,025 1,768

有形固定資産合計 35,889 34,900

無形固定資産 806 825

投資その他の資産

繰延税金資産 463 457

差入保証金 7,833 7,765

その他 1,803 1,802

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 10,095 10,019

固定資産合計 46,790 45,746

資産合計 55,256 54,452
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,679 5,945

短期借入金 950 950

1年内返済予定の長期借入金 2,684 2,894

未払法人税等 1,221 1,150

賞与引当金 513 443

役員賞与引当金 15 50

ポイント引当金 179 174

その他 1,960 2,176

流動負債合計 14,203 13,785

固定負債

長期借入金 6,786 7,624

退職給付引当金 234 220

役員退職慰労引当金 275 265

預り保証金 2,943 2,981

その他 335 345

固定負債合計 10,575 11,438

負債合計 24,779 25,223

純資産の部

株主資本

資本金 3,912 3,912

資本剰余金 4,102 4,102

利益剰余金 22,482 21,234

自己株式 △0 △0

株主資本合計 30,497 29,250

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △20 △21

評価・換算差額等合計 △20 △21

純資産合計 30,476 29,228

負債純資産合計 55,256 54,452
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 51,067 53,644

売上原価 37,930 39,906

売上総利益 13,136 13,738

営業収入 2,066 1,103

営業原価 － 281

営業総利益 15,203 14,560

販売費及び一般管理費 12,872 11,982

営業利益 2,330 2,577

営業外収益

受取利息 39 39

受取配当金 2 2

受取事務手数料 116 124

違約金収入 67 1

債務勘定整理益 9 13

雑収入 46 29

営業外収益合計 281 209

営業外費用

支払利息 110 105

50周年式典費用 29 －

雑損失 2 2

営業外費用合計 142 108

経常利益 2,469 2,679

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 21 46

出店計画中止損 41 －

ゴルフ会員権評価損 － 1

特別損失合計 63 49

税金等調整前四半期純利益 2,408 2,630

法人税、住民税及び事業税 1,110 1,174

法人税等調整額 △57 △43

法人税等合計 1,053 1,131

四半期純利益 1,355 1,498
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31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 2,408 2,630

減価償却費 990 1,094

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 76 69

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △35

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 10

受取利息及び受取配当金 △42 △41

支払利息 110 105

固定資産売却損益（△は益） 1 1

固定資産除却損 21 46

出店計画中止損 41 －

売上債権の増減額（△は増加） △20 23

たな卸資産の増減額（△は増加） 67 △116

仕入債務の増減額（△は減少） 922 733

預り保証金の増減額（△は減少） △1 △3

その他 △502 333

小計 4,085 4,871

利息及び配当金の受取額 4 4

利息の支払額 △100 △93

法人税等の支払額 △984 △1,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,005 3,696

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 △2,918 △2,085

有形固定資産の売却による収入 9 －

無形固定資産の取得による支出 △21 △32

差入保証金の差入による支出 △37 △311

差入保証金の回収による収入 293 278

預り保証金の受入による収入 389 21

預り保証金の返還による支出 △59 △66

その他 △26 △78

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,370 △2,273
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

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） △500 －

長期借入れによる収入 2,100 500

長期借入金の返済による支出 △1,433 △1,548

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △250 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー △84 △1,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 549 123

現金及び現金同等物の期首残高 3,146 3,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,695 3,504
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)  

当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日)  

当企業集団は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)  

当企業集団には本邦以外の国または地域に支店及び連結子会社がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

   当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日)    

当企業集団には本邦以外の国または地域に支店及び連結子会社がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日)  

海外売上高がないため、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) セグメント情報

(6) 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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