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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 61,069 1.7 3,000 1.3 2,988 3.0 1,886 25.7
22年2月期第3四半期 60,071 ― 2,961 ― 2,900 ― 1,550 ―

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3四半期 76.82 ―

22年2月期第3四半期 60.70 ―

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3四半期 35,735 12,523 34.5 502.86
22年2月期 35,528 11,005 30.5 439.98

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  12,318百万円 22年2月期  10,832百万円

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2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年2月期 ― 5.00 ―

23年2月期 
（予想）

5.00 10.00

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  
 

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 80,600 1.4 4,050 2.3 4,000 3.0 1,970 2.5 80.42



(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、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き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」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2月期3Q 26,079,528株 22年2月期  26,079,528株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  1,582,384株 22年2月期  1,458,985株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 24,562,390株 22年2月期3Q 24,724,732株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な新興国向けの輸出や猛暑による夏場の消費拡

大、タバコ値上げやエコ補助政策打ち切り前の一時的駆け込み需要はあったものの、景気刺激策の効果も

薄れ、円高による輸出競争力の低下や内需の回復力も脆弱であり景気は弱含みとなりました。 

小売業界におきましても、市場規模は減少傾向で、所得環境や雇用環境は改善せず消費者の節約志向も

続き消費マインドの回復は鈍化しています。さらに、競合による価格競争が激化し一品単価の下落が続く

デフレが進む中、客数は伸びず各社ＰＢ商品の導入やコスト削減の動きを加速しています。 

このような中で、当社グループはスーパーマーケット事業を中核とし、お客様満足度の向上を第一に、

品揃え、販売力の強化、鮮度・品質の追求などを徹底しサービスレベルの向上や競争力の強化に努めまし

た。一方、在庫の削減や作業効率の改善、電力料など管理費の削減にも継続して取り組んでおります。ま

た、グループ経営の効率化のため、子会社の㈱ピクロス及び㈱かいたを９月１日で吸収合併するなど、営

業体制を強化するとともに、収益体質の維持に努めてまいりました。 

店舗につきましては、3月にアルク東千田店（広島市）、4月にアルク柳井中央店（柳井市）を開設する

一方、アルク柳井店（柳井市）を閉鎖いたしました。また、９月１日よりピクロス６店舗、かいた１店舗

を当社が吸収したことにより、当期末の店舗数は当社64店舗（うち、「アルク」33店舗「マルキュウ」24

店舗「ピクロス」６店舗、「かいた」１店舗）、㈱サンマート17店舗のグループ合計81店舗となりまし

た。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

営業収益は610億69百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益は30億円（前年同期比1.3％増）、経常利

益は29億88百万円（前年同期比3.0％増）、四半期純利益は18億86百万円（前年同期比25.7％増）となり

ました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により、前

連結会計年度末に比べて2億6百万円増加し357億35百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金が増加したものの、未払法人税等、設備関係支払手形の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べて13億12百万円減少し232億11百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて15億18百万円増加し125億23百

万円となりました。 

  

当第３四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

年度末に比べて77百万円増加し23億65百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、21億12百万円（前年同期に比べ11億64百万円減少）となりまし

た。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が29億円、減価償却費が8億86百万円、仕入債務

の増加額が6億63百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が19億51百万円でありま

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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) 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)
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(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、13億47百万円（前年同期に比べ4億44百万円減少）となりまし

た。 

主な内訳は、店舗開設に伴う固定資産の取得による支出が12億6百万円であります。 

(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、6億87百万円（前年同期に比べ1億17百万円減少）となりまし

た。 

主な内訳は、有利子負債の返済による純減額が2億94百万円、配当金の支払額が2億29百万円であ

ります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、平成22年４月７日発表の連結業績予想に変更はありません。 

  

(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。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

 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

① 簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

・繰延税金資産の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,762,193 2,569,573

受取手形及び売掛金 385,800 179,669

商品 2,017,856 1,825,262

貯蔵品 20,977 36,001

繰延税金資産 259,182 232,823

その他 353,834 443,604

貸倒引当金 △596 △596

流動資産合計 5,799,248 5,286,339

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,472,322 11,519,679

土地 10,071,548 10,081,896

建設仮勘定 121,651 610,734

その他（純額） 1,249,492 1,010,950

有形固定資産合計 22,915,014 23,223,260

無形固定資産

のれん 274,106 389,943

その他 751,675 685,486

無形固定資産合計 1,025,781 1,075,429

投資その他の資産

投資有価証券 1,340,155 1,366,535

敷金及び保証金 2,685,770 2,565,597

繰延税金資産 772,610 850,906

その他 1,196,973 1,160,921

投資その他の資産合計 5,995,509 5,943,960

固定資産合計 29,936,305 30,242,650

資産合計 35,735,553 35,528,990

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,203,040 4,543,464

短期借入金 1,960,000 2,450,000

1年内返済予定の長期借入金 4,242,437 4,287,661

1年内償還予定の社債 27,000 27,000

未払法人税等 170,317 1,203,580

賞与引当金 34,325 234,941

ポイント引当金 89,292 88,947

設備関係支払手形 84,677 617,737

その他 1,609,168 1,544,515

流動負債合計 13,420,258 14,997,847
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

固定負債

社債 94,500 108,000

長期借入金 8,328,438 8,074,579

長期未払金 2,217 27,849

役員退職慰労引当金 50,520 50,520

その他 1,315,862 1,265,127

固定負債合計 9,791,537 9,526,076

負債合計 23,211,796 24,523,924

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 288,890 288,890

利益剰余金 9,221,702 7,580,548

自己株式 △1,130,742 △1,022,134

株主資本合計 12,379,851 10,847,304

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △61,253 △14,738

評価・換算差額等合計 △61,253 △14,738

少数株主持分 205,159 172,501

純資産合計 12,523,757 11,005,066

負債純資産合計 35,735,553 35,528,990
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 58,683,259 59,695,347

売上原価 44,114,436 44,880,386

売上総利益 14,568,823 14,814,961

営業収入 1,388,705 1,374,469

営業総利益 15,957,528 16,189,430

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 907,660 894,835

従業員給料及び賞与 5,167,028 5,590,106

賞与引当金繰入額 437,432 34,325

水道光熱費 1,020,776 1,035,825

賃借料 1,730,795 1,726,530

減価償却費 788,848 886,397

その他 2,943,949 3,020,631

販売費及び一般管理費合計 12,996,491 13,188,653

営業利益 2,961,037 3,000,777

営業外収益

受取利息及び配当金 23,456 24,400

受取手数料 93,701 105,529

その他 60,530 61,001

営業外収益合計 177,687 190,930

営業外費用

支払利息 184,956 162,881

長期前払費用償却 23,427 20,419

その他 29,446 19,889

営業外費用合計 237,829 203,191

経常利益 2,900,895 2,988,516

特別利益

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 － 1,889

受取補償金 500 27,496

特別利益合計 512 29,385

特別損失

固定資産売却損 10,486 16,920

固定資産除却損 37,784 72,651

投資有価証券評価損 － 6,567

店舗閉鎖損失 13,505 7,722

賃貸借契約解約損 － 2,480

和解金 － 11,000

その他 6,460 －

特別損失合計 68,235 117,341

税金等調整前四半期純利益 2,833,171 2,900,560

法人税、住民税及び事業税 1,344,548 945,224

法人税等調整額 △39,487 33,530

法人税等合計 1,305,061 978,754

少数株主利益 27,250 34,856

四半期純利益 1,500,860 1,886,948
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 19,092,629 19,685,923

売上原価 14,359,987 14,809,052

売上総利益 4,732,642 4,876,871

営業収入 440,069 445,805

営業総利益 5,172,712 5,322,676

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 288,289 285,190

従業員給料及び賞与 1,652,837 1,827,431

賞与引当金繰入額 190,839 34,325

水道光熱費 350,733 390,111

賃借料 572,602 560,557

減価償却費 266,628 304,155

その他 880,979 937,612

販売費及び一般管理費合計 4,202,910 4,339,385

営業利益 969,802 983,291

営業外収益

受取利息及び配当金 4,751 5,938

受取手数料 34,634 33,883

その他 20,754 19,203

営業外収益合計 60,140 59,026

営業外費用

支払利息 58,057 51,436

長期前払費用償却 6,715 6,805

その他 13,283 7,251

営業外費用合計 78,056 65,493

経常利益 951,885 976,824

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,889

受取補償金 － 1,102

特別利益合計 － 2,991

特別損失

固定資産売却損 42 16,906

固定資産除却損 35,566 7,035

投資有価証券評価損 － 6,567

店舗閉鎖損失 13,505 2,528

その他 6,460 －

特別損失合計 55,573 33,037

税金等調整前四半期純利益 896,311 946,778

法人税、住民税及び事業税 572,532 214,028

法人税等調整額 △79,859 △61,476

法人税等合計 492,672 152,551

少数株主利益 7,964 10,299

四半期純利益 395,674 783,926
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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 2,833,171 2,900,560

減価償却費 788,848 886,397

のれん償却額 90,291 115,837

賞与引当金の増減額（△は減少） △210,513 △200,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,736 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 344

受取利息及び受取配当金 △23,456 △24,400

支払利息 184,956 162,881

固定資産売却損益（△は益） 10,473 16,920

固定資産除却損 6,784 24,766

投資有価証券売却損益（△は益） 460 △1,889

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,567

売上債権の増減額（△は増加） △35,617 △206,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,088 △177,570

仕入債務の増減額（△は減少） 387,774 663,591

未払消費税等の増減額（△は減少） 101,197 △35,261

長期未払金の増減額（△は減少） △208,276 △189,392

その他 331,502 258,034

小計 4,203,773 4,200,640

利息及び配当金の受取額 23,456 24,400

利息の支払額 △185,682 △161,230

法人税等の支払額 △764,343 △1,951,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,277,203 2,112,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △1,386,872 △1,206,681

固定資産の売却による収入 9,524 18,925

投資有価証券の取得による支出 △23,228 △13,285

投資有価証券の売却による収入 10,159 6,879

敷金及び保証金の差入による支出 △449,355 △124,431

敷金及び保証金の回収による収入 118,047 79,932

貸付金の回収による収入 5,697 5,697

定期預金の増減額（△は増加） △76,000 △115,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,792,028 △1,347,963

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） △630,000 △490,000

長期借入れによる収入 2,630,000 3,750,000

長期借入金の返済による支出 △2,078,653 △3,541,365

社債の償還による支出 △362,000 △13,500

リース債務の返済による支出 △10,059 △52,091

自己株式の取得による支出 △124,420 △108,658

自己株式の売却による収入 － 51

配当金の支払額 △226,738 △229,211

少数株主への配当金の支払額 △2,250 △2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △804,121 △687,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 681,052 77,619

現金及び現金同等物の期首残高 1,748,129 2,287,980

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,429,181 2,365,600
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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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