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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4月1日～平成22年9月30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）

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 38,109 9.5 413 62.0 525 63.3 82 △32.6
22年3月期第2四半期 34,806 △2.2 255 73.3 321 44.7 122 59.6

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 2.53 ―
22年3月期第2四半期 3.76 ―

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 32,700 13,475 41.2 414.44
22年3月期 33,772 13,647 40.4 419.72

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  13,472百万円 22年3月期  13,644百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.00
23年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

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） 
（％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 72,000 △1.7 470 △48.4 720 △33.1 7 △98.3 0.22



(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、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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見直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）２ページ「連結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.２「その他」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 有
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 33,779,634株 22年3月期  33,779,634株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,271,521株 22年3月期  1,270,969株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 32,508,481株 22年3月期2Q  32,508,932株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資の回復や各種の経済政策などにより、一部に景気の

持ち直しの動きがみられ、また、雇用情勢は厳しい状況にあるものの時間外手当の増加等もあり所得環境にやや改

善の兆しも見えました。 

 個人消費は、エコカー減税の駆け込み需要と、猛暑による飲料品や季節商品などプラス効果があったものの全体

的には盛り上がりに欠け、影響は限定的なものとなりました。 

 当食品流通業界におきましては、オーバーストアーに大きな変化はなく、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、強い小売業への変革を実現するために、昨年来から準備を行ってきた

「新小売基幹システム」の運用と「物流業務の外部委託」を本年９月から開始しました。これにより全社的な構造

改革を進めて、さらなる経費削減や業務効率の向上を図ることができるものと考えております。 

 また、既存店舗の活性化については、石川県内の大型２店舗の改装を実施し、お客様からの要望の多い主に生鮮

商品と惣菜商品の拡充を図りました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、昨年10月に連結子会社となった㈱サンピュアーの売上高が

フルに寄与したこと等により営業収益38,109百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益413百万円（前年同期比

62.0％増）、経常利益525百万円（前年同期比63.3％増）、四半期純利益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額232百万円を特別損失として計上したことにより82百万円（前年同期比32.6％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の資産合計は32,700百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,071百万円の減少となりまし

た。これは主に、売掛金が858百万円、商品が156百万円、それぞれ減少したこと等によるものです。 

 また、当第２四半期末の負債合計は19,225百万円となり、前連結会計年度末と比べて899百万円の減少となりま

した。これは主に長期借入金(1年内返済予定を含む)が1,487百万円、資産除去債務が441百万円それぞれ増加しま

したが、一方で短期借入金2,162百万円、買掛金856百万円がそれぞれ減少したこと等によるものです。 

 当第２四半期末の純資産は13,475百万円となり、前連結会計年度末と比べて171百万円の減少となりました。こ

れは主にその他有価証券評価差額金124百万円及び利益剰余金47百万円がそれぞれ減少したこと等によるもので

す。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 既に発表しました通り、第２四半期累計期間における業績の進捗状況と現在の景況感を勘案し、平成22年10月８

日付で平成23年３月期の連結業績予想および個別業績予想を修正しております。詳細は、平成22年10月８日に別途

開示済の「業績予想の修正および特別損失に関するお知らせ」をご覧下さい。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一部の経過勘定項目については合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、経常利益がそれぞれ13百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が245百万円

減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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 2,976,369 3,282,801

売掛金 387,583 1,245,701

商品 1,379,674 1,536,306

仕掛品 644 542

原材料及び貯蔵品 55,283 60,773

その他 1,102,219 1,242,194

貸倒引当金 △126,289 △153,452

流動資産合計 5,775,485 7,214,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,155,328 7,176,349

土地 10,205,400 9,946,592

その他（純額） 2,055,370 1,887,014

有形固定資産合計 19,416,098 19,009,957

無形固定資産   

のれん 1,022,352 1,256,661

その他 779,554 405,200

無形固定資産合計 1,801,906 1,661,861

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,893,451 4,093,476

その他 2,055,559 2,038,659

貸倒引当金 △241,909 △246,657

投資その他の資産合計 5,707,101 5,885,478

固定資産合計 26,925,107 26,557,297

資産合計 32,700,592 33,772,165

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,600,301 4,456,905

短期借入金 522,000 2,684,000

1年内返済予定の長期借入金 2,944,921 2,740,662

未払法人税等 323,114 320,057

賞与引当金 353,712 392,562

その他 2,051,335 1,823,261

流動負債合計 9,795,384 12,417,447

固定負債   

社債 316,000 338,000

長期借入金 7,169,817 5,886,577

受入敷金保証金 863,220 880,335



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

資産除去債務 441,759 －

その他 639,144 602,661

固定負債合計 9,429,940 7,707,574

負債合計 19,225,325 20,125,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322

資本剰余金 2,545,005 2,545,005

利益剰余金 9,613,400 9,661,037

自己株式 △304,956 △304,847

株主資本合計 13,682,773 13,730,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △210,085 △85,955

評価・換算差額等合計 △210,085 △85,955

新株予約権 2,580 2,580

純資産合計 13,475,267 13,647,142

負債純資産合計 32,700,592 33,772,165



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 34,348,378 37,560,214

売上原価 26,068,299 28,165,685

売上総利益 8,280,079 9,394,528

不動産賃貸収入 458,032 549,129

営業総利益 8,738,112 9,943,658

販売費及び一般管理費 8,482,804 9,530,143

営業利益 255,307 413,514

営業外収益   

受取利息 15,988 17,240

受取配当金 10,261 11,061

受取手数料 28,503 30,225

持分法による投資利益 5,650 8,971

受取販売奨励金 － 66,973

その他 79,291 87,975

営業外収益合計 139,695 222,447

営業外費用   

支払利息 70,058 100,647

その他 3,305 10,077

営業外費用合計 73,364 110,725

経常利益 321,638 525,237

特別利益   

固定資産売却益 0 31,020

貸倒引当金戻入額 4,241 29,711

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 643

特別利益合計 4,242 61,374

特別損失   

固定資産除却損 3,463 8,249

投資有価証券売却損 － 27,109

預託金貸倒引当金繰入額 1,760 －

賃貸借契約解約損 26,119 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 232,325

特別損失合計 31,343 267,683

税金等調整前四半期純利益 294,536 318,928

法人税、住民税及び事業税 115,830 307,402

法人税等調整額 56,368 △70,871

法人税等合計 172,199 236,530

少数株主損益調整前四半期純利益 － 82,397

四半期純利益 122,337 82,397



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 294,536 318,928

減価償却費 604,228 645,543

のれん償却額 132,680 234,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,394 △31,911

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,394 △38,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 △17,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72 687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,097 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,758 1,946

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △4,228

受取利息及び受取配当金 △26,249 △28,302

支払利息 70,058 100,647

固定資産除売却損益（△は益） 3,463 △22,771

投資有価証券売却損益（△は益） － 27,109

売上債権の増減額（△は増加） 37,475 858,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,961 162,020

支払債務の増減額（△は減少） △172,285 △868,757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 232,325

その他 △136,911 5,566

小計 673,834 1,574,581

利息及び配当金の受取額 18,206 29,130

利息の支払額 △68,144 △93,607

法人税等の支払額 △400,540 △294,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,356 1,215,499

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 △1,040,478 △758,183

有形固定資産の売却による収入 63 56,712

無形固定資産の取得による支出 △4,316 △101,338

投資有価証券の売却による収入 － 160,000

その他 △6,153 △26,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,883 △669,534

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） △200,000 △2,162,000

長期借入れによる収入 2,850,000 3,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,151,270 △1,512,501

社債の償還による支出 － △22,000

自己株式の取得による支出 △36 △108

配当金の支払額 △130,152 △130,045

リース債務の返済による支出 △8,679 △25,741

その他 309 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,360,171 △852,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 532,644 △306,431

現金及び現金同等物の期首残高 2,914,758 3,282,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,447,402 2,976,369



 該当事項はありません。 

  

 １．報告セグメントの概要 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

 当社の報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、複数の事業を展開しており「スーパーマーケット事業」「外販事業」「その他の事業」

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」は直営での食品スーパーマーケットの展開を行っております。「外販事業」

は得意先企業が経営する食品スーパーマーケットへ商品供給等を行っております。「その他の事業」は主に

商業施設用地の開発及び不動産賃貸等を行っております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

（注）１．「調整額」には、セグメント間取引消去10,350千円、各報告セグメントに配分していない全社費

用△491,537千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

であります。 

   ２．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行っております。  

  

（追加情報） 

 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

  

報告セグメント  

調整額 

（注１） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注２） 

スーパー 

マーケット 

事業  

外販事業 その他の事業 計  

営業収益              

外部顧客への営業収益  31,642,939 6,190,451  275,953  38,109,344   － 38,109,344

セグメント間の内部営業

収益又は振替高  
 3,506  90,165  167,843   261,515  △261,515  －

計  31,646,445 6,280,617 443,797  38,370,860  △261,515 38,109,344

セグメント利益  533,929  306,181  54,590  894,702  △481,187  413,514

（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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