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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9月20日） 

（注）営業収益は、連結損益計算書の「売上高」と「営業収入」を合計して記載しております。 

(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）

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2四半期 52,537 △4.7 10 △69.2 156 120.7 △27 ―

22年3月期第2四半期 55,117 ― 33 ― 71 ― △65 ―

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2四半期 △1.37 ―

22年3月期第2四半期 △3.25 ―

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3月期第2四半期 45,401 14,420 31.8 710.25
22年3月期 45,824 14,660 32.0 722.09

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,420百万円 22年3月期  14,660百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 6.25 ― 6.25 12.50
23年3月期 ― 6.25

23年3月期 
（予想）

― 6.25 12.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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  
 

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

通期 106,000 △1.5 500 33.7 700 42.8 100 ― 4.93



(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きの対象外でありますが、この四半期決算短信開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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。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等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 20,425,218株 22年3月期  20,425,218株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  122,429株 22年3月期  122,197株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,302,892株 22年3月期2Q 20,294,061株
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当第２四半期連結累計期間（平成２２年３月２１日～９月２０日）におけるわが国経済は、政府によ

る景気刺激対策などもあり、一部で回復傾向にあるものの、円高の影響から先行きの不透明感があり雇

用環境や設備投資などは、依然として力強さに欠ける展開となっております。 

 当社グループが属する小売業界では、家計収入の伸び悩みなどによる低価格・節約志向、緩やかなデ

フレ状況の継続と商品の値下げ等による店舗間競争がさらに激化しており、厳しい経営環境が続いてお

ります。 

 こうしたなか当社グループは、グループ各社が連携と協調を図りつつ、中期経営方針に掲げた「顧客

満足経営の実践」、「働き甲斐のある職場の実現」、「個店対応力の向上とチェーンメリットの追求」

および「健全な成長による収益体質の強化」の実現に向けて、積極的かつ継続的に取り組んでおりま

す。 

 新規出店は４月に則武店（名古屋市中村区）を開店。既存店舗の活性化では、７月に当社中核業態の

フランテ館の活性化を図るべく一宮フランテ館（愛知県一宮市）を改装いたしました。また、９月に共

栄店をザ・チャレンジハウス共栄（愛知県瀬戸市）に業態変更をおこないました。  

この結果、当第２四半期連結累計期間のグループ連結業績は、営業収益525億37百万円（前年同期比

4.7％減）、営業利益10百万円（前年同期比69.2％減）、経常利益１億56百万円（前年同期比120.7％

増）となりました。また、純損失は、27百万円（前年同期比―）となりました。 

  

なお、事業のセグメント別業績動向は、次のとおりです。 

スーパーマーケット事業を中核とする小売事業部門では、料理見本によるメニュー提案やピークタイ

ムなどに実演販売、試食販売などの取組強化及び小集団活動などによるコミュニケーション改善などで

既存店舗の活性化を図ってまいりましたが、個人消費停滞などの影響により営業収益は、520億31百万

円（前年同期比4.7％減）となりました。 

  

３店舗のスポーツクラブを運営するアスティ・スポーツ株式会社（現プレミアムサポート株式会社）

では、イベント開催やお客様とのコミュニケーション強化に取り組み、会員増加に向けた取り組みを積

極的に展開しました。また、グループ一丸となった支援体制を整えた結果、業績は回復基調にありスポ

ーツクラブ事業の営業収益は、３億70百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 

  

その他の事業部門は、店舗等不動産の賃貸管理事業であります。テナントの退店・入れ替え等による

賃貸減等により営業収益は、１億36百万円（前年同期比5.4％減）となりました。 

  

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

［小売事業及び小売周辺事業］

［スポーツクラブ事業］

［その他の事業］
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億22百万円減少し、454億１百万

円となりました。これは主に有形固定資産が２億27百万円減少したことによるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ、１億82百万円減少し、309億81百万円となりました。これは主に借入

金が２億72百万円、社債が７億98百万円減少した一方、買掛金が６億67百万円増加したことによるもので

あります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ、２億40百万円減少し、144億20百万円となりました。これは主にそ

の他有価証券評価差額金が61百万円減少したことによるものであります。 

  

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（以下「資金」という。）は前連結会計年度

末と比べ、45百万円減少し、57億73百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末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。 

営業活動の結果得られた資金は、13億30百万円（前年同期は、12億40百万円の収入）となりました。こ

れは主に、非資金損益項目の減価償却費が５億48百万円、仕入債務の増加額が６億67百万円であったこと

によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、１億48百万円（前年同期は、１億２百万円の支出）となりました。こ

れは主に、差入保証金の回収による収入が３億13百万円であった一方、有形固定資産の取得による支出が

３億70百万円、差入保証金の差入による支出が１億10百万円であったことによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、12億27百万円（前年同期は、12億５百万円の支出）となりました。こ

れは主に、借入れによる収入が11億０百万円あった一方、社債の償還による支出が10億98百万円、借入金

の返済による支出が13億72百万円あったことによるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、節約志向の高まりによる個人消費の低迷から、第２四半期連結累

計期間においては当初予想を下回りました。 

 第３四半期以降も個人消費を取り巻く環境は厳しいものと判断し、平成22年４月30日に公表しました、

平成23年３月期の業績予想を修正しております。 

 なお、詳細につきましては、平成22年10月18日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

［資産、負債及び純資産の状況］

［連結キャッシュ・フローの状況］

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

(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。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

一部の連結子会社を除き、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償

却費を期間按分して計算しております。 

・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。 

 該当事項はありません。 

  

  

  

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

 ・簡便な会計処理

(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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,875,455 5,921,396

売掛金 826,217 713,553

商品及び製品 2,454,461 2,394,104

仕掛品 563 1,106

原材料及び貯蔵品 40,240 38,422

繰延税金資産 473,872 396,139

その他 1,835,827 1,895,857

貸倒引当金 △2,468 △2,930

流動資産合計 11,504,170 11,357,650

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,604,098 9,891,380

土地 9,970,792 9,974,184

その他（純額） 1,249,921 1,186,628

有形固定資産合計 20,824,812 21,052,193

無形固定資産

借地権 798,106 798,223

その他 59,641 46,950

無形固定資産合計 857,748 845,174

投資その他の資産

投資有価証券 2,095,226 2,191,403

差入保証金 8,953,797 8,941,938

繰延税金資産 7,299 9,639

その他 1,205,506 1,467,089

貸倒引当金 △115,258 △115,231

投資その他の資産合計 12,146,572 12,494,839

固定資産合計 33,829,132 34,392,207

繰延資産 67,905 74,274

資産合計 45,401,208 45,824,132
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,515,861 5,848,832

短期借入金 3,165,000 3,605,000

1年内返済予定の長期借入金 2,095,834 1,995,834

1年内償還予定の社債 925,000 1,311,000

未払費用 1,317,093 1,249,045

未払法人税等 138,216 188,760

賞与引当金 340,659 336,686

ポイント引当金 23,832 23,654

その他 1,724,792 1,610,207

流動負債合計 16,246,289 16,169,021

固定負債

社債 3,512,500 3,925,000

長期借入金 8,737,997 8,670,914

繰延税金負債 89,893 116,510

退職給付引当金 542,703 497,097

長期預り保証金 1,313,658 1,299,164

役員退職慰労引当金 － 56,650

その他 538,091 429,191

固定負債合計 14,734,844 14,994,527

負債合計 30,981,133 31,163,548

純資産の部

株主資本

資本金 4,220,618 4,220,618

資本剰余金 5,766,230 5,766,230

利益剰余金 4,931,760 5,079,975

自己株式 △789,473 △758,718

株主資本合計 14,129,135 14,308,105

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 290,938 352,478

評価・換算差額等合計 290,938 352,478

純資産合計 14,420,074 14,660,583

負債純資産合計 45,401,208 45,824,132
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
 至 平成22年９月20日)

売上高 52,608,427 50,045,462

売上原価 39,681,850 37,696,227

売上総利益 12,926,576 12,349,234

営業収入 2,509,166 2,492,363

営業総利益 15,435,743 14,841,598

販売費及び一般管理費 15,402,594 14,831,389

営業利益 33,149 10,208

営業外収益

受取利息 13,063 13,945

受取配当金 20,961 21,667

持分法による投資利益 7,302 8,968

オンライン手数料 182,533 182,070

投資有価証券受贈益 － 47,670

その他 35,661 45,209

営業外収益合計 259,522 319,532

営業外費用

支払利息 157,908 147,180

その他 63,677 25,658

営業外費用合計 221,585 172,838

経常利益 71,086 156,902

特別利益

固定資産売却益 23 5,135

貸倒引当金戻入額 2,252 42

特別利益合計 2,276 5,177

特別損失

減損損失 － 10,002

固定資産除却損 22,325 20,422

投資有価証券評価損 － 49,940

固定資産臨時償却費 － 70,694

役員退職慰労金 40,636 13,632

その他 1,180 17,087

特別損失合計 64,142 181,779

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

9,220 △19,699

法人税、住民税及び事業税 70,833 96,113

法人税等調整額 49,743 △60,743

法人税等合計 120,576 35,370

少数株主損失（△） △45,391 △27,287

四半期純損失（△） △65,964 △27,782
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

9,220 △19,699

減価償却費 598,444 548,742

減損損失 － 10,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,083 △436

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,030 3,972

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,182 45,606

受取利息及び受取配当金 △34,025 △35,613

支払利息 157,908 147,180

持分法による投資損益（△は益） △7,302 △8,968

固定資産除却損 22,325 20,422

固定資産臨時償却費 － 70,694

売上債権の増減額（△は増加） △41,662 △112,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,829 △61,631

仕入債務の増減額（△は減少） 517,392 667,029

投資有価証券評価損益（△は益） － 49,940

未払費用の増減額（△は減少） 54,087 71,110

その他 196,474 197,160

小計 1,352,102 1,592,848

利息及び配当金の受取額 22,902 22,671

利息の支払額 △124,904 △146,731

法人税等の支払額 △9,235 △138,743

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,240,865 1,330,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000 △37,000

定期預金の払戻による収入 900 37,000

有形固定資産の取得による支出 △291,733 △370,292

有形固定資産の売却による収入 2,001 8,527

無形固定資産の取得による支出 － △350

差入保証金の差入による支出 △308,909 △110,000

差入保証金の回収による収入 517,435 313,272

預り保証金の受入による収入 14,740 29,887

預り保証金の返還による支出 △24,186 △22,164

その他 △7,163 2,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,915 △148,126
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月21日
至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20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） △910,000 △440,000

長期借入れによる収入 1,420,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,607,896 △932,917

社債の発行による収入 150,000 293,782

社債の償還による支出 △136,000 △1,098,500

リース債務の返済による支出 － △26,274

自己株式の取得による支出 － △259

自己株式の売却による収入 － 62

配当金の支払額 △114,491 △120,453

少数株主への配当金の支払額 △3,240 △3,300

その他 △4,088 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205,715 △1,227,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,765 △45,941

現金及び現金同等物の期首残高 5,358,710 5,819,396

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,290,944 5,773,455
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 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) 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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