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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 5,502 2.0 125 135.2 133 122.0 △30 －
23年2月期第1四半期 5,396 △2.2 53 △48.2 60 △45.9 14 △66.4

 

 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 △4.50 －
23年2月期第1四半期 2.10 －

 
(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 8,309 3,745 45.1 546.75
23年2月期 8,232 3,830 46.5 558.26

（参考） 自己資本  24年2月期第1四半期 3,745百万円  23年2月期 3,830百万円 

 
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 － 7.00 7.00

24年2月期 －     

24年2月期 
(予想) 

 
0.00 － 7.00 7.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 

 
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) 11,111 1.5 65 1.9 84 7.1 △82 － △11.96
通     期 22,702 3.1 265 1.5 306 4.0 2 △97.3 0.33

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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 ： 無 
     (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。 
 

(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 
(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） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期1Ｑ 6,939,317株 23年2月期 6,939,317株 
② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 89,100株 23年2月期 77,300株 
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期1Ｑ 6,859,520株 23年2月期1Ｑ 6,917,548株 

 
※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実施中です。 
 
※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
に関する事項につきましては、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資や個人消費の一部に持ち

直しの動きがみられたものの、厳しい雇用情勢に加え、原油価格の上昇や円高の長期化等景気の先行き不透明さ

も払拭されず、引き続き厳しい状況で推移しております。さらには平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、

日本経済に甚大な被害と影響を及ぼし、今後の先行きが読めない状況となっております。 

 

食品業界におきましても、消費者の節約志向や各企業間の価格競争の激化に加え、震災による福島第一原子力

発電所の事故による食品の放射性物質汚染や風評被害の発生など、取り巻く環境は一層厳しいものとなっており

ます。 

このような経済環境のもと、当社としましては農産物への放射性物質汚染の対策として自主検査体制を構築し、

安全対策を実施するとともに、引き続き積極的な営業活動を展開し、新規会員獲得に努めてまいりました。 

 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は5,502百万円（前年同四半期比2.0％増）、営業利益は125百万円

（前年同四半期比135.2％増）、経常利益は133百万円（前年同四半期比122.0％増）となりました。また、資産

除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額148百万円の計上により、四半期純損失30百万円(前年同四半期は

14百万円の四半期純利益)となりました。 

 

企画分類別売上高につきましては、次のとおりであります。 

定期品は1,933百万円（前年同四半期比3.0％減）、注文品は3,499百万円（前年同四半期比4.9％増）、その他

は、69百万円（前年同四半期比4.3％増）となりました。 

 

なお、当社は、東日本大震災において、直接的な被害はありませんでしたが、東北地方からの仕入業務の一時

的な混乱による影響が生じました。現在は仕入業務の混乱も収束し、通常通り商品を提供できる体制に戻ってお

ります。しかしながら、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質飛散による影響は現在も継続しておりま

す。当社は風評被害を受けている産地を応援する商品を５月から投入したほか、被災地支援として、義捐金の募

集や支援物資の提供、応援者の派遣等にも取り組んでおります。 

 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

(流動資産) 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は4,339百万円となり、前事業年度末残高4,300百万円と比較

して38百万円増加いたしました。これは、売掛金が240百万円減少したものの、現金及び預金が131百万円増加し

たことなどによるものであります。 

(固定資産) 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は3,970百万円となり、前事業年度末残高3,932百万円と比較

して37百万円増加いたしました。これは、のれん償却額の計上により45百万円減少したものの、資産除去債務に

関する会計基準の適用により繰延税金資産が62百万円増加したことなどによるものであります。 

(流動負債) 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は3,173百万円となり、前事業年度末残高3,202百万円と比較

して28百万円減少いたしました。これは、買掛金が100百万円増加、賞与引当金が44百万円増加したものの、短

期借入金が200百万円、未払法人税等が47百万円減少したことなどによるものであります。 

(固定負債) 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は1,389百万円となり、前事業年度末残高1,199百万円と比較

して190百万円増加いたしました。これは、資産除去債務を186百万円計上したことなどによるものであります。 
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(純資産) 

当第１四半期会計期間末における純資産は3,745百万円となり、前事業年度末残高3,830百万円と比較して85百

万円減少いたしました。これは、四半期純損失30百万円を計上したことや、剰余金の配当48百万円により利益剰

余金が減少したことなどによるものであります。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第１四半期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、前事業年度末と比較して

131百万円増加し、1,272百万円となりました。 

 

①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427百万円（前年同四半期に得られた資金は1,813百万円）となりました。これ

は主に、減価償却費、ソフトウエア償却費及びのれん償却額合わせて101百万円、資産除去債務会計基準の適用

による影響額148百万円、売上債権の減少額240百万円などによる収入によるものであります。 

 

②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35百万円（前年同四半期に使用した資金は66百万円）となりました。これは主

に、無形固定資産の取得による支出36百万円などによるものであります。 

 

③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259百万円（前年同四半期に使用した資金は623百万円）となりました。これは

主に、短期借入金の純減少額200百万円、配当金の支払額43百万円などによるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月期の業績予想につきましては、今般の東日本大震災の日本経済への影響等を勘案し、現時点にお

いては、平成23年４月15日付「平成23年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて発表の平成24年２月期の

第２四半期累計期間及び通期の業績予想を変更しておりません。 

 

２．その他の情報 

(1) 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 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

(2) 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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、経常利益はそれぞれ2,405千円、税引前四半期純利益は150,464千円減少しており

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185,921千円であります。 
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３．【四半期財務諸表】 
(1) 【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

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 1,272,731 1,140,998

売掛金 2,282,646 2,523,429

商品及び製品 508,485 503,782

原材料及び貯蔵品 34,560 34,970

その他 502,350 365,790

貸倒引当金 △261,738 △268,553

流動資産合計 4,339,034 4,300,417

固定資産   

有形固定資産 452,913 434,840

無形固定資産   

のれん 2,682,493 2,727,959

その他 434,780 425,368

無形固定資産合計 3,117,273 3,153,328

投資その他の資産   

その他 446,014 390,336

貸倒引当金 △46,141 △46,219

投資その他の資産合計 399,872 344,117

固定資産合計 3,970,059 3,932,286

資産合計 8,309,094 8,232,704

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,659,701 1,559,093

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 402,000 402,000

未払法人税等 94,933 142,209

賞与引当金 130,204 85,799

販売促進引当金 6,386 7,040

その他 880,619 806,620

流動負債合計 3,173,844 3,202,763

固定負債   

長期借入金 797,000 797,000

退職給付引当金 249,342 240,104

役員退職慰労引当金 69,700 65,800

資産除去債務 186,587 －

その他 87,297 96,232

固定負債合計 1,389,927 1,199,136

負債合計 4,563,772 4,401,899
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,015 867,015

資本剰余金 2,279,601 2,279,601

利益剰余金 647,748 726,651

自己株式 △49,043 △42,464

株主資本合計 3,745,322 3,830,804

純資産合計 3,745,322 3,830,804

負債純資産合計 8,309,094 8,232,704
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(2) 【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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 5,396,318 5,502,637

売上原価 3,392,671 3,489,171

売上総利益 2,003,647 2,013,465

販売費及び一般管理費 1,950,462 1,888,374

営業利益 53,185 125,090

営業外収益   

受取手数料 6,207 7,057

期限切品処分収入 3,236 2,915

その他 4,548 4,968

営業外収益合計 13,992 14,941

営業外費用   

支払利息 6,265 2,761

リース解約損 － 3,129

その他 627 312

営業外費用合計 6,893 6,203

経常利益 60,283 133,828

特別損失   

減損損失 － 825

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,058

特別損失合計 － 148,884

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 60,283 △15,055

法人税、住民税及び事業税 62,028 91,907

法人税等調整額 △16,240 △76,094

法人税等合計 45,787 15,813

四半期純利益又は四半期純損失（△） 14,496 △30,868
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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又は税引前四半期純損失
（△）

60,283 △15,055

減価償却費 22,648 23,863

ソフトウエア償却費 29,976 32,536

のれん償却額 45,465 45,465

減損損失 － 825

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,476 △6,892

販売促進引当金の増減額(△は減少) 7,068 △654

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,020 44,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,938 9,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,800 3,900

受取利息 △117 △97

支払利息 6,265 2,761

売上債権の増減額（△は増加） 1,618,640 240,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,731 △4,292

仕入債務の増減額（△は減少） 217,128 100,608

その他 △66,132 △59,632

小計 1,988,732 565,821

利息及び配当金の受取額 154 152

利息の支払額 △6,282 △2,771

法人税等の支払額 △168,889 △136,021

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,813,715 427,181

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 － △1,176

無形固定資産の取得による支出 △63,526 △36,709

貸付金の回収による収入 1,517 1,556

差入保証金の差入による支出 △556 △625

差入保証金の回収による収入 254 983

その他 △3,712 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,023 △35,970

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） △600,000 △200,000

リース債務の返済による支出 △10,712 △9,384

株式の発行による収入 21,580 －

自己株式の取得による支出 － △6,665

配当金の支払額 △34,137 △43,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △623,269 △259,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,124,422 131,732

現金及び現金同等物の期首残高 577,289 1,140,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701,711 1,272,731
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、農産品、畜産品、水産品、加工食品及び日用品等を販売しており、顧客及びサービス別のセグメン

トから構成されておりますが、会員や一般顧客に対する戸別宅配事業以外の全セグメントに占める割合が僅少

であり、開示情報としての重要性が乏しいため、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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、生産実績は記載しておりませんが、当第

１四半期累計期間における仕入実績を、品目分類別に示すと次のとおりであります。 

なお、下記「③ 販売実績」には、企画分類別の記載がありますが、当分類は販売に関する分類であるため、

仕入実績としては記載しておりません。 

 

品目分類別仕入状況 

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) 分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 1,519,351 44.3 1,502,079 42.8

 畜産品 416,401 12.1 408,357 11.6

 水産品 217,781 6.4 193,234 5.5

 加工食品 920,102 26.9 1,004,430 28.7

食品計 3,073,636 89.7 3,108,102 88.6

 日用品等 335,538 9.8 390,398 11.1

非食品計 335,538 9.8 390,398 11.1

その他計 17,213 0.5 7,973 0.3

合計 3,426,388 100.0 3,506,475 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、受注実績は記載しておりません。 

 

③ 販売実績 

当社の当第１四半期累計期間における販売実績を、企画分類別、品目分類別に示すと次のとおりでありま

す。 

 

(a) 企画分類別売上状況 
 

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) 分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 1,994,050 37.0 1,933,743 35.1

 注文品 3,335,451 61.8 3,499,176 63.6

 その他 66,816 1.2 69,717 1.3

合計 5,396,318 100.0 5,502,637 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(b) 品目分類別売上状況 
 

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) 分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 2,663,724 49.4 2,481,464 45.1

 畜産品 444,914 8.2 605,264 11.0

 水産品 319,551 5.9 284,787 5.2

 加工食品 1,368,567 25.4 1,481,767 26.9

食品計 4,796,758 88.9 4,853,283 88.2

 日用品等 538,316 10.0 583,534 10.6

非食品計 538,316 10.0 583,534 10.6

その他計 61,244 1.1 65,818 1.2

合計 5,396,318 100.0 5,502,637 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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