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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)

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 10,131 6.2 △16 ― △51 ― △111 ―

23年２月期第１四半期 9,542 2.2 98 194.0 60 ― 32 ―

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 △15 51 ― ―

23年２月期第１四半期 4 35 ― ―

 (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 16,341 2,929 17.9 416 41

23年２月期 15,802 3,254 20.6 452 90

(参考) 自己資本 24年２月期第１四半期 2,929百万円 23年２月期 3,254百万円

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 ― ― 12 00 12 00

24年２月期 ― ―

24年２月期(予想) 0 00 ― ― 12 00 12 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)

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) 20,000 2.4 250 △20.8 180 △27.8 20 △86.1 2 78
通期 40,000 4.4 676 8.2 530 6.7 275 1.7 38 27



  

 
(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は終了しておりませ

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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 8,415,000株 23年２月期 8,415,000株

② 期末自己株式数 24年２月期１Ｑ 1,380,863株 23年２月期 1,229,163株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期１Ｑ 7,174,295株 23年２月期１Ｑ 7,397,316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、一部に景気回復の兆しが見られましたが、３月に発

生した東日本大震災による甚大な被害と原子力発電所事故の影響が続いており、先行きが不透明な状況に

あります。流通業界におきましては、震災直後から一部商品の供給が不安定になったことから納品の遅れ

や品切れなど、様々な影響が生じました。また、個人消費につきましても、震災直後は一時的に備蓄商品

等の需要増加が見られたものの、全般的には弱含みで推移しております。 

このような状況の中で、当社グループは中期経営計画「新しい発想で、新しい商品・新しい仕組みを創

り出す」の３年目として、年間52週のＭＤ（マーチャンダイジング）カレンダーに基づいた「旬の商品」

の提案とお客様の暮らしを考えた季節感のある販売促進政策を積極的に進めました。昨年、お客様のリク

エストやご意見を書き込める用紙をリニューアルした結果、ご意見・ご要望の件数が大幅に増加してお

り、これまで寄せられた案件をもとに品揃え・サービス等に反映することで、客数・１人当たり買上点数

の増加に努めました。当第１四半期連結会計期間においては、長野県長野市に「川中島店」（平成23年３

月）を新規オープンし、長野県上田市の「丸子店」（平成23年４月）を移転オープンいたしました。 

また、東日本大震災及び長野県北部地震後には、店頭募金活動や支援物資の提供、復興支援セールを行

いました。 

売上高につきましては、川中島店と丸子店が順調に推移し、既存店が前年を上回って推移したことから

増収となりました。利益面におきましては、包装消耗品など経費削減に努めましたが、新規出店コストや

店舗移転コストが発生したことと、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額１億５千３百万円

の計上により減益となりました。 

以上の営業活動の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高101億３千１百万円（前年同四半期6.2％

増）となり、経常損失は５千１百万円（前年同四半期６千万円の経常利益）、四半期純損失は１億１千１

百万円（前年同四半期３千２百万円の四半期純利益）となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、９千４百万円増加しておりますが、これは主としてたな卸

資産が１億７千４百万円減少したものの、現金及び預金が２億４千６百万円増加したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、４億４千４百万円増加しておりますが、これは主として有

形固定資産が４億４千７百万円増加したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、５億３千９百万円増加し、163億４千１百万円とな

りました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、４億２千１百万円増加しておりますが、これは主として買

掛金が４億１千９百万円増加したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、４億４千３百万円増加しておりますが、これは主として資

産除去債務が２億８千８百万円、リース債務が２億８千１百万円増加したことによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、８億６千４百万円増加し、134億１千２百万円と

なりました。 

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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(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、３億２千５百万円減少しておりますが、これは主として自己

株式を８千１百万円取得し、配当金の支払を８千６百万円したことによります。 

この結果、純資産合計は、29億２千９百万円となりました。 

    

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの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２億３千７百万円増加し、７億３千３百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ５千４百万円増加し８億３千万円となりまし

た。これは主として当四半期において税金等調整前四半期純損失２億２千３百万円計上したものの、前

年同四半期に比べたな卸資産が２億８千７百万円増加したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況) 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ１億４千５百万円増加し２億５百万円となりま

した。これは主として前年同四半期に比べ有形固定資産の取得による支出が１億４千２百万円増加した

ことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ４億７千８百万円減少し３億８千６百万円とな

りました。これは主として前年同四半期に比べ短期借入金の返済額が１億９千３百万円、長期借入金の

返済額が１億１千４百万円万円減少したことによります。 

  

当期の業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本資料の公表時点において、平成23

年４月13日発表の数値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。 

   

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却の算定方法 

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。 

②法人税等並びに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、前連結会計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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想

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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

当連結会計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

法人税等に含めて表示しております。 

   

（会計処理基準に関する事項の変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、当第１四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は3,647千円、税金等調整前四

半期純損失は157,039千円増加しております。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294,202千円であります。 

  

（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損失」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：千円)

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 792,220 545,963

売掛金 283,187 224,921

リース投資資産 528,598 533,821

たな卸資産 1,743,058 1,917,881

繰延税金資産 70,173 70,173

その他 649,466 678,992

貸倒引当金 △4,000 △4,000

流動資産合計 4,062,704 3,967,754

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,692,505 6,503,806

土地 2,040,272 2,040,272

リース資産（純額） 797,957 521,887

その他（純額） 150,234 167,335

有形固定資産合計 9,680,969 9,233,302

無形固定資産

のれん 27,083 28,333

リース資産 83,451 48,806

借地権 1,047,978 1,047,978

その他 36,810 37,496

無形固定資産合計 1,195,323 1,162,614

投資その他の資産

投資有価証券 572,198 629,092

差入保証金 506,383 485,202

繰延税金資産 195,422 184,510

その他 133,499 144,616

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,402,804 1,438,722

固定資産合計 12,279,097 11,834,639

資産合計 16,341,802 15,802,393
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(単位：千円)

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 2,383,934 1,964,678

短期借入金 4,279,763 4,368,693

リース債務 144,869 96,726

未払法人税等 12,792 115,208

賞与引当金 265,000 145,000

その他 843,463 818,471

流動負債合計 7,929,824 7,508,778

固定負債

長期借入金 3,162,646 3,284,542

リース債務 833,794 552,068

繰延税金負債 329,302 334,704

退職給付引当金 415,112 406,909

資産除去債務 288,850 －

その他 453,180 460,926

固定負債合計 5,482,886 5,039,151

負債合計 13,412,710 12,547,929

純資産の部

株主資本

資本金 1,097,000 1,097,000

資本剰余金 819,000 819,000

利益剰余金 1,905,599 2,103,071

自己株式 △887,834 △805,916

株主資本合計 2,933,764 3,213,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,672 41,309

評価・換算差額等合計 △4,672 41,309

純資産合計 2,929,092 3,254,464

負債純資産合計 16,341,802 15,802,393
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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：千円)

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 9,542,018 10,131,356

売上原価 7,247,357 7,863,813

売上総利益 2,294,660 2,267,542

その他の営業収入 291,703 291,328

営業総利益 2,586,364 2,558,871

販売費及び一般管理費 2,488,006 2,575,755

営業利益又は営業損失（△） 98,357 △16,883

営業外収益

受取利息 73 54

受取配当金 17 17

債務勘定整理益 2,607 2,072

保険解約返戻金 － 3,803

その他 4,242 5,075

営業外収益合計 6,941 11,022

営業外費用

支払利息 44,021 43,455

その他 499 2,531

営業外費用合計 44,521 45,986

経常利益又は経常損失（△） 60,778 △51,847

特別損失

固定資産除却損 3,815 18,598

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391

特別損失合計 3,815 171,990

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（△）

56,962 △223,837

法人税等 24,799 △112,595

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △111,241

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,162 △111,241
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

56,962 △223,837

減価償却費 169,152 180,641

固定資産除却損 － 18,598

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391

のれん償却額 1,249 1,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,129 8,202

賞与引当金の増減額（△は減少） 114,000 120,000

受取利息及び受取配当金 △91 △71

支払利息 44,021 43,455

売上債権の増減額（△は増加） △62,069 △58,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △112,298 174,823

リース投資資産の増減額（△は増加） 5,037 5,223

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,290 △61,799

仕入債務の増減額（△は減少） 536,475 608,623

未払金の増減額（△は減少） 48,378 △64,554

未払費用の増減額（△は減少） 43,108 46,696

預り保証金の増減額（△は減少） △7,260 △6,514

その他の流動負債の増減額（△は減少） 696 13,036

小計 846,781 958,899

利息及び配当金の受取額 96 73

利息の支払額 △49,080 △38,883

法人税等の支払額 △22,138 △89,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 775,659 830,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △9,000 △9,000

有形固定資産の取得による支出 △50,364 △193,081

無形固定資産の取得による支出 － △1,252

貸付金の回収による収入 612 612

差入保証金の差入による支出 △296 △24,802

差入保証金の回収による収入 3,717 15,019

その他 △5,236 6,519

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,566 △205,985

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） △193,149 649

長期借入れによる収入 － 110,000

長期借入金の返済による支出 △436,132 △321,476

リース債務の返済による支出 △21,419 △11,747

自己株式の取得による支出 △143,166 △81,918

配当金の支払額 △71,207 △82,506

財務活動によるキャッシュ・フロー △865,074 △386,998

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） △149,981 237,257

現金及び現金同等物の期首残高 822,363 495,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 672,381 733,177
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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） 

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） 

当社及び連結子会社の事業は、スーパーマーケット事業並びにこれらの付帯業務の単一事業でありま

す。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

（所在地別セグメント情報） 

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） 

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

  

（海外売上高） 

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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報） 

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） 

当社及び連結子会社は、報告セグメントがスーパーマーケット事業一つであるため、セグメント情報の

記載は省略しております。 

  

（追加情報） 

当第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

(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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