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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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）

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3月期第1四半期 16,506 △15.4 178 △30.3 248 △17.6 124 ―
23年3月期第1四半期 19,518 11.9 255 118.6 302 111.3 10 △82.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 131百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △75百万円 （―％）

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3月期第1四半期 3.83 ―
23年3月期第1四半期 0.33 ―

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3月期第1四半期 31,840 13,321 41.8 409.74
23年3月期 32,346 13,319 41.2 409.69
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,319百万円 23年3月期  13,317百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 34,900 △8.4 341 △17.5 437 △16.8 155 89.2 4.80
通期 71,500 △1.1 1,018 29.1 1,200 14.0 559 ― 17.20



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、添付資
料P．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 33,779,634 株 23年3月期 33,779,634 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,273,182 株 23年3月期 1,273,182 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,506,452 株 23年3月期1Q 32,508,665 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原発事故が国内経済に与えた影響は甚大 

で、電力供給の問題もあり先行き不透明な状況となっております。  

 当食品小売業界におきましては、個人所得の低迷と競合他社との同一商圏内の出店による価格競争が激化し、 

取り巻く経営環境はより一層厳しい状況で推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループは、石川県金沢市の大型商業施設「イータウン金沢」と直営店「アルビス

高柳店」を６月に開業し、北陸３県における店舗数は50店舗となりました。 

 営業面におきましては、月間重点商品「チャレンジ100」の販売を通し、生活に欠かせない必需品を低価格で販 

売し、購買意欲を喚起することに継続して努めるとともに、クレジットカード決済サービスの導入及び一部店舗で

のセルフレジの導入等、お客様への利便性向上に取り組みました。 

 しかしながら、営業収益については、スーパーマーケット事業の既存店売上高は、ほぼ前年並みであったもの 

の、外販事業の大幅な売上減少があったため減収となり、また利益面では生鮮食品強化策による粗利益の改善や業

務改革による営業コスト削減に取り組みましたが、外販売上減少による売上総利益の減少を補うことができず、営

業利益、経常利益ともに減益となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益16,506百万円（前年同期比15.4％減）、営業利益178 

百万円（前年同期比30.3％減）、経常利益248百万円（前年同期比17.6％減）、四半期純利益は124百万円となり、

前年同期に比べ113百万円増加いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,038百万円となり、前連結会計年度末に比べ808百万円減少し

ました。これは主に現金及び預金が761百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は26,801百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて302百万円増加いたしました。これは主に建物及び構築物が545百万円、土地が

169百万円それぞれ増加し、有形固定資産のその他が607百万円減少したこと等によるものであります。  

 この結果、総資産は、31,840百万円となり、前連結会計年度末に比べ505百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は10,177百万円となり、前連結会計年度末に比べ406百万円減少

いたしました。これは主に１年内返済予定の長期借入金が130百万円増加し、一方で短期借入金が655百万円減少し

たこと等によるものであります。固定負債は8,341百万円となり、前連結会計年度末に比べて100百万円減少いたし

ました。これは主に長期借入金が143百万円減少したこと等によるものであります。 

 この結果、負債合計は、18,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ507百万円減少いたしました。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は13,321百万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円増加

いたしました。これは、その他有価証券評価差額金が６百万円増加し、一方で利益剰余金が５百万円減少したこと

によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の第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５月11日発表の業

績予想に変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,249,983 2,488,463 

売掛金 334,138 315,999 

商品 1,283,956 1,389,161 

仕掛品 532 592 

原材料及び貯蔵品 54,509 57,620 

その他 1,024,058 870,196 

貸倒引当金 △100,530 △83,440 

流動資産合計 5,846,648 5,038,593 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,810,524 7,355,579 

土地 10,086,609 10,256,338 

その他（純額） 2,473,345 1,866,240 

有形固定資産合計 19,370,480 19,478,159 

無形固定資産   

のれん 790,490 734,071 

その他 598,379 643,088 

無形固定資産合計 1,388,869 1,377,160 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,020,359 4,029,952 

その他 1,938,548 2,135,157 

貸倒引当金 △218,773 △218,678 

投資その他の資産合計 5,740,134 5,946,430 

固定資産合計 26,499,483 26,801,750 

資産合計 32,346,132 31,840,344 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,580,386 3,666,141 

短期借入金 2,007,000 1,352,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,576,674 2,706,882 

未払法人税等 223,904 168,149 

賞与引当金 368,355 183,297 

その他 1,827,799 2,100,820 

流動負債合計 10,584,118 10,177,289 

固定負債   

社債 294,000 272,000 

長期借入金 6,328,439 6,185,086 

受入敷金保証金 843,890 839,756 

資産除去債務 422,996 425,319 

その他 552,764 619,416 

固定負債合計 8,442,089 8,341,578 

負債合計 19,026,208 18,518,868 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322 

資本剰余金 2,545,005 2,545,005 

利益剰余金 9,447,378 9,441,982 

自己株式 △305,248 △305,248 

株主資本合計 13,516,459 13,511,063 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △198,805 △191,858 

その他の包括利益累計額合計 △198,805 △191,858 

新株予約権 2,270 2,270 

純資産合計 13,319,923 13,321,475 

負債純資産合計 32,346,132 31,840,344 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,244,624 16,235,179 

売上原価 14,531,013 11,811,455 

売上総利益 4,713,610 4,423,724 

不動産賃貸収入 273,774 271,066 

営業総利益 4,987,384 4,694,790 

販売費及び一般管理費 4,731,546 4,516,345 

営業利益 255,838 178,445 

営業外収益   

受取利息 8,593 7,847 

受取配当金 10,008 10,446 

受取手数料 14,678 12,588 

持分法による投資利益 4,792 － 

受取販売奨励金 30,097 32,801 

その他 31,528 54,923 

営業外収益合計 99,699 118,606 

営業外費用   

支払利息 48,689 45,487 

その他 4,723 2,667 

営業外費用合計 53,413 48,155 

経常利益 302,125 248,897 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,436 － 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 643 － 

特別利益合計 5,079 － 

特別損失   

固定資産除却損 956 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 232,325 － 

特別損失合計 233,281 － 

税金等調整前四半期純利益 73,923 248,897 

法人税、住民税及び事業税 219,075 160,515 

法人税等調整額 △156,006 △36,248 

法人税等合計 63,068 124,267 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,855 124,629 

四半期純利益 10,855 124,629 



（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,855 124,629 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △86,183 6,947 

その他の包括利益合計 △86,183 6,947 

四半期包括利益 △75,328 131,577 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,328 131,577 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



 該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月1日 至 平成22年６月30日）  

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれる事業セグメントであり、商業施設用地の開

発及び不動産賃貸等を含んでおります。 

   ２．「調整額」には、セグメント間取引消去5,653千円、各報告セグメントに配分していない全社費用

252,329千円が含まれております。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月1日 至 平成23年６月30日） 

 当社グループは、全セグメントに占める「スーパーマーケット事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が

乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

（報告セグメントの変更等に関する事項）  

  前連結会計年度まで、「スーパーマーケット事業」、「外販事業」、「その他の事業」を報告セグメントとし 

てセグメント情報を開示しておりましたが、「スーパーマーケット事業」の継続的な規模拡大を図った結果、同事

業に係るセグメント売上高、セグメント利益及びセグメント資産の金額の合計額がそれぞれ90％を超えることとな

ったため、当第１四半期連結会計期間よりセグメント情報の記載を省略しております。 

 なお、「その他の事業」に含まれていたデベロッパー業務ついては、社内のマネージメント体制を変更し、「ス

ーパーマーケット事業」に付随する事業として同事業と一体的な管理を行うこととしております。 

   

 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント  

調整額 

（注２） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注３）  

スーパー 

マーケット 

事業  

外販事業 
その他の事業 

（注１） 
計  

営業収益              

外部顧客への営業収益   15,711,950  3,668,528   137,919  19,518,398   －  19,518,398

セグメント間の内部営業

収益又は振替高  
  1,723   45,888   83,652   131,265  △131,265   －

計   15,713,673  3,714,417  221,572  19,649,663  △131,265  19,518,398

セグメント利益   284,256   198,275   19,982  502,515  △246,676   255,838

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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