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1. 平成24年2月期第１四半期の業績（平成23年３月１日～平成23年５月31日）

 (1) 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 ％

24年2月期第１四半期 18,590 7.8 552 8.3 525 9.9 204 △22.9

23年2月期第１四半期 17,240 2.2 510 25.4 478 20.7 264 21.2

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

24年2月期第１四半期 11 25 － －

23年2月期第１四半期 14 59 － －

 (2) 財政状態

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

24年2月期第１四半期 37,384 11,712 31.3 645 52

23年2月期 37,803 11,707 31.0 645 28

(参考) 自己資本 24年2月期第１四半期 11,712百万円 23年2月期 11,707百万円

2. 配当の状況

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

23年2月期 － 0 00 － 11 00 11 00

24年2月期 －

24年2月期(予想) 0 00 － 11 00 11 00

3. 平成24年2月期の業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 37,803 6.0 1,275 △8.1 1,224 △7.3 592 △18.7 32 63

通期 77,200 8.0 2,620 8.5 2,517 8.8 1,300 34.0 71 64



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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。 

  

・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.3「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 24年2月期1Ｑ 18,144,000株 23年2月期 18,144,000株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 168株 23年2月期 91株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期1Ｑ 18,143,857株 23年2月期1Ｑ 18,143,924株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害とその後の原子力発電所

事故の影響が続き、被災地の生産や物流機能の低下のみならず、その影響の範囲や程度が不透明で、先行

きが懸念される厳しい状況となりました。 

小売業界におきましても、水や食料品、生活雑貨などの支援・備蓄商品の需要とその反動、供給が不安

定な商品の品切れや納期遅れなど、様々な影響がありました。また、生活防衛意識が続いていた状況に加

えての震災の影響により、消費自粛の意識が強まるなど、個人消費動向も低水準で推移いたしました。さ

らに、競合店の業態転換、新規出店などによる集客・価格競争が続きました。 

このような状況の中で当社は、「地域一番お客様貢献店」を目指し次の取組み等を行いました。 

商品面におきましては、「生活防衛企画」である「低価格 善選」を継続して実施し、季節や生活催事

に合わせての商品の入れ替えにより、常にお客様に 適な内容になるように努めました。さらに、当社プ

ライベート・ブランド商品の「ハローズセレクション」の開発にも注力し、売上高構成比は前事業年度末

の8.0％から8.4％に増加いたしました。また、当事業年度から全面稼働いたしました「早島物流センタ

ー」の効果的運用により、商品調達コストの低減に取り組みました。 

店舗運営面におきましては、お客様にお買い物のご満足を提供するために、加工、鮮度・品質管理、売

場づくり、接客などのレベルアップに取り組みました。 

店舗開発面では、当第１四半期会計期間中の新規出店はなく、店舗数は広島県19店舗、岡山県22店舗、

香川県７店舗の合計48店舗で、前事業年度末から変動はありません。 

経費面では、オペレーション面及び管理面の両面から効果的なコストの管理を目指し、生産性向上やコ

スト削減などに各種の委員会を設けて取り組みました。 

なお、当事業年度より資産除去債務に関する会計基準を適用したことに伴い、税引前四半期純利益が１

億41百万円減少しております。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は185億90百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は５億

52百万円（前年同期比8.3％増）、経常利益は５億25百万円（前年同期比9.9％増）、四半期純利益は２億

４百万円（前年同期比22.9％減）となりました。 

また、当社は、商品小売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績は記載しておりませ

ん。 

  

当第１四半期会計期間末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりでありま

す。 

資産の部においては、有形固定資産が資産除去債務の影響等により、４億17百万円増加し257億68百万

円となりました。 

負債の部においては、流動負債は、店舗増加による買掛金の増加５億57百万円があったものの、短期借

入金の減少５億円及び未払金の減少５億77百万円があったことなどにより、６億23百万円減少し100億48

百万円となりました。 

固定負債は長期借入金の減少３億94百万円があったものの、資産除去債務を６億24百万円計上したこと

などにより、１億99百万円増加し156億24百万円となりました。 

純資産の部においては、利益剰余金の増加等により、４百万円増加し117億12百万円となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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平成24年２月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年４月11日に公表いた

しました予想に変更はありません。 

  

1.簡便な会計処理 

①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、事業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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業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。 

2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法

人税等に含まれております。 

  

当第１四半期会計期間より「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ７百万円減少し、税引前四半期純利益は141百万円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は620百万円でありま

す。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 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. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,539 3,174

売掛金 2 2

商品 1,538 1,611

貯蔵品 2 2

その他 795 891

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 4,867 5,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,044 21,446

減価償却累計額 △6,616 △6,279

建物及び構築物（純額） 15,427 15,167

土地 8,881 8,789

その他 2,643 2,483

減価償却累計額 △1,184 △1,091

その他（純額） 1,458 1,392

有形固定資産合計 25,768 25,350

無形固定資産   

その他 284 263

無形固定資産合計 284 263

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,580 1,569

建設協力金 872 884

長期前払費用 3,591 3,646

その他 419 418

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 6,464 6,518

固定資産合計 32,517 32,131

資産合計 37,384 37,803
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,167 3,609

短期借入金 1,000 1,500

1年内返済予定の長期借入金 2,155 2,106

リース債務 175 174

未払金 692 1,269

未払費用 798 625

未払法人税等 188 638

ポイント引当金 259 242

その他 610 505

流動負債合計 10,048 10,671

固定負債   

長期借入金 11,049 11,444

リース債務 459 504

退職給付引当金 255 249

役員退職慰労引当金 232 227

資産除去債務 624 －

預り建設協力金 1,406 1,409

長期預り敷金保証金 1,210 1,198

長期前受収益 384 391

固定負債合計 15,624 15,424

負債合計 25,672 26,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,167 1,167

資本剰余金 1,110 1,110

利益剰余金 9,433 9,429

自己株式 △0 △0

株主資本合計 11,712 11,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 11,712 11,707

負債純資産合計 37,384 37,803
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 17,240 18,590

売上原価 13,317 14,144

売上総利益 3,922 4,446

営業収入 517 527

営業総利益 4,439 4,974

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 148 170

消耗品費 158 247

給料及び賞与 1,628 1,794

退職給付費用 9 9

役員退職慰労引当金繰入額 4 4

法定福利及び厚生費 179 188

地代家賃 493 525

賃借料 132 106

水道光熱費 292 330

修繕費 61 71

減価償却費 265 391

租税公課 178 142

その他 374 437

販売費及び一般管理費合計 3,929 4,421

営業利益 510 552

営業外収益   

受取利息 3 4

仕入割引 9 8

その他 11 14

営業外収益合計 24 27

営業外費用   

支払利息 50 52

その他 6 2

営業外費用合計 56 55

経常利益 478 525

特別利益   

賃貸借契約解約益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 0 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

特別損失合計 0 143

税引前四半期純利益 480 382

法人税等 216 178

四半期純利益 264 204
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 480 382

減価償却費 265 391

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2 17

受取利息及び受取配当金 △3 △4

支払利息 50 52

固定資産除却損 0 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

売上債権の増減額（△は増加） △2 0

たな卸資産の増減額（△は増加） △19 73

仕入債務の増減額（△は減少） △2,507 557

預り建設協力金の増減額（△は減少） △32 △88

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 5 11

その他 △31 318

小計 △1,785 1,867

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △42 △44

法人税等の支払額 △657 △616

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,485 1,206

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 △1,255 △724

無形固定資産の取得による支出 △3 △39

長期前払費用の取得による支出 △0 △3

敷金及び保証金の回収による収入 0 3

敷金及び保証金の差入による支出 △17 △14

建設協力金の回収による収入 15 17

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,260 △762

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 1,000 △500

長期借入れによる収入 450 242

長期借入金の返済による支出 △627 △587

リース債務の返済による支出 △37 △43

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △168 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー 616 △1,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,129 △634

現金及び現金同等物の期首残高 6,094 3,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,964 2,539
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該当事項はありません。 

  

当社は、商品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より「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

(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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