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(百万円未満切捨て)

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

 (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 ％

24年２月期第１四半期 29,836 11.4 2,005 77.1 2,056 73.9 1,026 56.1
23年２月期第１四半期 26,783 0.9 1,132 57.5 1,182 55.1 657 69.2

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 49.21 ―

23年２月期第１四半期 31.53 ―

 (2) 連結財政状態

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 59,410 32,062 54.0 1,536.51

23年２月期 57,201 31,373 54.8 1,503.49

(参考) 自己資本 24年２月期第１四半期 32,062百万円  23年２月期 31,373百万円

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 ― 14.00 ― 16.00 30.00

 24年２月期 ―

 24年２月期(予想) 16.00 ― 16.00 32.00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（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)

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

第２四半期(累計) 60,150 9.9 3,570 38.5 3,672 37.1 1,891 26.2 90.62
通期 120,400 7.8 6,188 23.0 6,400 22.1 3,408 27.8 163.32



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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が実施されておりま

す。 

  

・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。 

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。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 (            )、除外 ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期１Ｑ 20,867,800株 23年２月期 20,867,800株

② 期末自己株式数 24年２月期１Ｑ 683株 23年２月期 639株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期１Ｑ 20,867,150株 23年２月期１Ｑ 20,867,300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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急激な円高の進行、資源及び原材料価格の高騰、不

安定な中東情勢並びに欧州財政危機により企業業績の悪化が懸念される中、平成23年３月11日に発生した

東日本大震災により被害を受けた生産拠点及び物流機能の復興並びに福島第一原子力発電所の事故による

電力供給不足問題等が長期化し、政治の混迷がこれに拍車をかけ、先行き不透明な状況の中で推移いたし

ました。 

小売業界におきましては、競合各社の積極的な出店及び販売施策を実施する中、大震災及び原発事故の

影響による不安定な商品調達及び電力供給不足への対応に迫られております。また、依然として低迷する

雇用や所得環境が続き、復興財源及び消費税増税の論議等により将来的な不安から個人消費が抑制され、

経営環境は厳しい状況にあります。 

このような状況の中で当企業集団は、スーパーマーケットとして地域社会のお客様の生活をサポートす

るという社会的役割を果たすため、企業集団の総力を挙げ、自社物流センターを最大限に活用した商品調

達を行い、安定的な商品供給を行いました。また、店頭での募金活動に加え当社からの義援金の寄付を日

本赤十字社を通じて実施したほか、被災地への支援物資の提供等を行いました。 

店舗運営におきましては、当企業集団の最大の特長である標準化された企業体制を基盤に、ＬＳＰ（作

業割当システム）の定着化、適正な人員配置を図り、効率的なチェーンオペレーションを継続的に推進し

ております。これにより販売管理費を削減するだけでなく、購買頻度の高い商品群のさらなる価格強化及

び売場づくりの活性化を図り、地域社会の皆様のニーズに応えております。当第１四半期連結会計期間に

おきましては、競争力の強化及び当社が目指す標準化の推進のため既存店２店舗の改装並びに夏季の電力

不足への対策を開始いたしました。 

一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」は、自社開発商品の製造及び管理体制の充実を行

い、店舗作業の軽減及び利益貢献を図りました。また、「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及び

販売用資材等の供給や清掃業務等、当企業集団のサービス業務の強化に取り組みました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における経営成績は、営業収益が29,836百万円（前年同期比

111.4％）、営業利益が2,005百万円（前年同期比177.1％）、経常利益が2,056百万円（前年同期比

173.9％）、四半期純利益が1,026百万円（前年同期比156.1％）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、サマリー情報及び連結経営成績に関する定性的情報における

「売上高」の表記につきましては、「営業収入」を含む「営業収益」へ変更しております。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第１四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2,209百万円増加し59,410百万円

となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,190百万円増加し10,195百万円となりました。この主な要因

は、現金及び預金が1,326百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,018百万円増加し49,215百万円となりました。この主な要因

は、新規出店の店舗用地取得等により土地が619百万円増加したこと等によるものであります。 

  

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
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（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,520百万円増加し27,348百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ630百万円増加し14,726百万円となりました。この主な要因

は、買掛金が808百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ889百万円増加し12,622百万円となりました。この主な要因

は、当期より新たに適用された資産除去債務に関する会計基準に基づき、資産除去債務として615百万

円を計上したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ688百万円増加し32,062百万円となりました。この主な要因は、

利益剰余金が693百万円増加したこと等によるものであります。  

    

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,326百万円

増加し、5,184百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、2,773百万円（前年同四半期比142.2%）となり、前年同四半期に比

べ822百万円増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益及び仕入債務が増加したこと等に

よるものであります。  

（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、1,387百万円（前年同四半期比105.0%）となり、前年同四半期に比

べ66百万円増加いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるもので

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、59百万円（前年同四半期比10.3%）となり、前年同四半期に比べ519

百万円減少いたしました。これは、長期借入れによる収入が増加したこと等によるものであります。  

  

当企業集団は、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向に応えるべく、「Low Price & Better 

Quality」を掲げ、購買頻度の高い商品群の価格強化を一層推進するとともに、商品力の強化並びに売場

づくりの活性化を推進しております。 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本

大震災後の想定を上回る食料品需要の高まりに対応して、当企業集団では総力を挙げ、自社物流センター

を最大限に活用した商品調達を行い、安定的な商品供給を行ったことにより、販売が堅調に推移したこと

から、平成23年４月11日に公表いたしました業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日公表

の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(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。 

  

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計年度末

の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。 

  

②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、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。  

  

（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。 

  

 (会計処理の変更)  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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、営業総利益は０百万円、営業利益及び経常利益はそれぞれ８百万円減少しており、

税金等調整前四半期純利益は245百万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612百万円であります。 

  

 (表示方法の変更) 

  四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

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

(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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,184 3,858

売掛金 197 129

商品及び製品 3,216 3,121

原材料及び貯蔵品 76 74

繰延税金資産 653 527

その他 866 1,293

流動資産合計 10,195 9,004

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,425 20,356

土地 15,164 14,544

その他（純額） 2,580 2,286

有形固定資産合計 38,170 37,188

無形固定資産 783 791

投資その他の資産

繰延税金資産 700 602

差入保証金 7,788 7,865

その他 1,778 1,753

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 10,261 10,217

固定資産合計 49,215 48,196

資産合計 59,410 57,201
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,939 6,131

短期借入金 800 800

1年内返済予定の長期借入金 2,753 2,783

未払法人税等 997 1,276

賞与引当金 811 463

役員賞与引当金 7 53

ポイント引当金 188 186

その他 2,228 2,401

流動負債合計 14,726 14,095

固定負債

長期借入金 8,002 7,715

退職給付引当金 254 246

役員退職慰労引当金 290 285

預り保証金 2,865 2,879

資産除去債務 615 －

その他 593 604

固定負債合計 12,622 11,732

負債合計 27,348 25,827

純資産の部

株主資本

資本金 3,912 3,912

資本剰余金 4,102 4,102

利益剰余金 24,052 23,359

自己株式 △0 △0

株主資本合計 32,067 31,374

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4 △0

評価・換算差額等合計 △4 △0

純資産合計 32,062 31,373

負債純資産合計 59,410 57,201
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

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

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

売上高 26,228 29,264

売上原価 19,637 21,641

売上総利益 6,591 7,623

営業収入 555 572

営業原価 140 135

営業総利益 7,005 8,059

販売費及び一般管理費 5,873 6,054

営業利益 1,132 2,005

営業外収益

受取利息 19 19

受取配当金 0 0

受取事務手数料 62 64

違約金収入 － 1

債務勘定整理益 6 6

雑収入 15 11

営業外収益合計 105 103

営業外費用

支払利息 53 51

貸倒引当金繰入額 － 0

雑損失 1 1

営業外費用合計 54 52

経常利益 1,182 2,056

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

固定資産除却損 26 1

災害による損失 － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 237

特別損失合計 26 283

税金等調整前四半期純利益 1,157 1,773

法人税、住民税及び事業税 597 968

法人税等調整額 △97 △221

法人税等合計 499 746

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,026

四半期純利益 657 1,026
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 1,157 1,773

減価償却費 536 573

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 317 347

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △45

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 5

受取利息及び受取配当金 △20 △20

支払利息 53 51

固定資産除却損 26 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 237

売上債権の増減額（△は増加） 33 △68

たな卸資産の増減額（△は増加） △115 △97

仕入債務の増減額（△は減少） 466 808

預り保証金の増減額（△は減少） △1 －

その他 661 463

小計 3,086 4,040

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △51 △41

法人税等の支払額 △1,085 △1,226

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,951 2,773

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 △1,226 △1,392

無形固定資産の取得による支出 △25 △7

投資有価証券の取得による支出 － △67

差入保証金の差入による支出 △181 △43

差入保証金の回収による収入 139 140

預り保証金の受入による収入 12 19

預り保証金の返還による支出 △30 △36

その他 △9 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,321 △1,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 500 1,000

長期借入金の返済による支出 △841 △743

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △237 △316

財務活動によるキャッシュ・フロー △579 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50 1,326

現金及び現金同等物の期首残高 3,381 3,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,431 5,184
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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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