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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）

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3四半期 15,760 6.0 234 △45.6 276 △40.3 144 △42.0
22年2月期第3四半期 14,872 ― 431 ― 462 ― 248 ―

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 11.26 ―
22年2月期第3四半期 19.40 ―

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 5,853 2,292 39.2 178.92
22年2月期 5,825 2,239 38.4 174.77

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  2,292百万円 22年2月期  2,239百万円

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 ― 0.00 ― 7.10 7.10
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
7.10 7.10

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 20,880 5.8 350 △27.2 400 △23.1 220 △24.4 17.17



(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報告書の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報告書のレビュー手続き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 
本資料に記載した予想数値は、本資料の作成日現在において入手している情報に基づくものであり、不確実な要素を含んでおります。実際の業績はこれ
らの予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 12,812,000株 22年2月期  12,812,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  79株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 12,811,965株 22年2月期3Q 12,812,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部景気回復の兆しと共に企業業績は回復傾向にあるものの、

雇用情勢・所得環境について改善には至っておらず、個人消費は、エコポイントの条件変更による駆込み需要があっ

たものの、将来不安に起因する節約志向の高まりから依然として低迷しており、企業をとりまく環境は厳しい状況で

推移してまいりました。  

 このような状況のもと当社グループは市場競争力を強化するため、新規出店・オペレーションコスト削減等経営の

合理化を促進する一方、老朽化した社屋の改修等を行った結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高

15,760百万円(前年同期比6.0％増)、営業利益234百万円(前年同期比45.6％減)、経常利益276百万円(前年同期比

40.3％減)、四半期純利益144百万円(前年同期比42.0％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３四半期連結会計期間末における資産合計としては、貸倒引当金の減少等により、前連結会計年度末に比べて

28百万円増加し、5,853百万円となりました。負債合計は、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ

て25百万円減少し、3,561百万円となりました。純資産合計は、四半期純利益の計上、剰余金の配当等により、前連

結会計年度末に比べて53百万円増加し、2,292万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成22年10月13日付）いたしました業績予想に変更あ

りません。  

  

  

（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 

①簡便な会計処理  

 a．棚卸資産の評価方法  

   四半期連結会計期間末における商品の棚卸高の算出に関して実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地

  棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

 b．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、当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。 

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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
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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 704,331 708,628

売掛金 126,734 136,794

商品 1,353,000 1,406,243

貯蔵品 12,087 10,577

繰延税金資産 33,342 37,176

その他 179,731 142,995

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 2,409,167 2,442,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,670,679 1,613,942

減価償却累計額 △981,314 △929,573

建物及び構築物（純額） 689,365 684,369

土地 1,069,978 1,069,978

リース資産 128,902 89,612

減価償却累計額 △29,243 △10,992

リース資産（純額） 99,659 78,619

その他 238,786 251,185

減価償却累計額 △183,617 △194,828

その他（純額） 55,169 56,357

有形固定資産合計 1,914,172 1,889,324

無形固定資産 160,843 162,492

投資その他の資産   

投資有価証券 758 980

長期貸付金 107,600 108,500

敷金及び保証金 1,047,137 1,075,541

繰延税金資産 101,646 143,753

その他 210,429 200,216

貸倒引当金 △98,000 △197,421

投資その他の資産合計 1,369,571 1,331,569

固定資産合計 3,444,587 3,383,386

資産合計 5,853,754 5,825,743
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,679,650 1,661,200

短期借入金 248,400 332,800

1年内返済予定の長期借入金 407,026 373,068

リース債務 26,853 18,509

未払法人税等 135 82,895

賞与引当金 61,026 31,438

その他 484,564 500,359

流動負債合計 2,907,655 3,000,270

固定負債   

長期借入金 323,016 292,478

リース債務 78,853 64,722

退職給付引当金 89,813 81,273

役員退職慰労引当金 141,509 127,251

その他 20,643 20,643

固定負債合計 653,836 586,370

負債合計 3,561,492 3,586,640

純資産の部   

株主資本   

資本金 320,300 320,300

資本剰余金 259,600 259,600

利益剰余金 1,712,234 1,658,926

自己株式 △15 －

株主資本合計 2,292,119 2,238,826

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 143 275

評価・換算差額等合計 143 275

純資産合計 2,292,262 2,239,102

負債純資産合計 5,853,754 5,825,743
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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 14,872,166 15,760,892

売上原価 11,171,370 11,863,588

売上総利益 3,700,796 3,897,304

販売費及び一般管理費 3,268,941 3,662,438

営業利益 431,855 234,865

営業外収益   

受取利息 5,223 6,814

受取手数料 20,828 17,140

固定資産賃貸料 42,111 24,080

その他 12,303 12,329

営業外収益合計 80,467 60,363

営業外費用   

支払利息 9,293 8,044

固定資産賃貸費用 38,637 9,615

その他 1,994 1,435

営業外費用合計 49,925 19,094

経常利益 462,397 276,134

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,490 4,142

特別利益合計 15,490 4,142

特別損失   

固定資産除却損 － 4,243

特別損失合計 － 4,243

税金等調整前四半期純利益 477,887 276,033

法人税、住民税及び事業税 226,045 85,729

法人税等調整額 3,274 46,030

法人税等合計 229,319 131,760

四半期純利益 248,567 144,273
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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 4,758,136 4,880,425

売上原価 3,594,541 3,682,365

売上総利益 1,163,595 1,198,059

販売費及び一般管理費 1,095,050 1,224,017

営業利益又は営業損失（△） 68,544 △25,958

営業外収益   

受取利息 1,881 2,409

受取手数料 10,901 6,622

固定資産賃貸料 13,943 6,055

その他 2,763 4,482

営業外収益合計 29,489 19,570

営業外費用   

支払利息 2,755 2,450

固定資産賃貸費用 12,775 441

その他 607 415

営業外費用合計 16,137 3,308

経常利益又は経常損失（△） 81,896 △9,696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,427 △1,000

特別利益合計 3,427 △1,000

特別損失   

固定資産除却損 － 1,643

特別損失合計 － 1,643

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（△）

85,324 △12,340

法人税、住民税及び事業税 22,045 3,639

法人税等調整額 41 △4,255

法人税等合計 22,086 △615

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,237 △11,724
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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 477,887 276,033

減価償却費 74,331 96,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,490 △99,421

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,330 29,588

退職給付引当金の増減額（△は減少） 555 8,540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,274 14,257

受取利息 △5,223 △6,814

支払利息 9,293 8,044

固定資産除却損 － 4,243

売上債権の増減額（△は増加） 38,811 10,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,833 51,733

仕入債務の増減額（△は減少） △683,154 18,450

その他 △27,368 93,978

小計 △63,919 504,714

利息の受取額 5,262 6,826

利息の支払額 △9,206 △8,005

法人税等の支払額 △287,912 △184,512

営業活動によるキャッシュ・フロー △355,775 319,023

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 26,000 7,325

定期預金の預入による支出 △10,510 △10,515

有形固定資産の取得による支出 △109,092 △88,844

無形固定資産の取得による支出 △8,591 △132

敷金及び保証金の差入による支出 △201,020 △135,315

敷金及び保証金の回収による収入 20,126 35,639

預り保証金の返還による支出 － △7,000

その他 915 900

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,173 △197,943

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） 252,800 △84,400

長期借入れによる収入 270,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △376,648 △335,504

リース債務の返済による支出 － △17,885

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △90,603 △90,762

財務活動によるキャッシュ・フロー 55,548 △128,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △582,401 △7,486

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,532 695,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 767,131 687,808
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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〕 

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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める小売事業の割合がいずれも90％を超えているため、

記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

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）  

 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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