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1. 平成24年2月期第2四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8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2四半期 20,604 △0.3 310 35.0 168 27.1 44 △26.8
23年2月期第2四半期 20,676 △6.9 229 △39.4 132 △39.3 60 △49.4

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2四半期 5.29 ―
23年2月期第2四半期 7.20 ―

 (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2四半期 20,666 2,660 12.9 322.40
23年2月期 20,371 2,674 13.1 320.69

(参考) 自己資本 24年2月期第2四半期 2,660百万円 23年2月期 2,674百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00

24年2月期 ― ―

24年2月期 
(予想)

― 3.00 3.00

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、対前期増減率)

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

通期 40,700 △0.4 580 14.9 270 0.1 100 △0.4 11.99



  

 
(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。 

(4) 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。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「(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（詳細は、(添付資料)3ページ「2.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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年2月期2Ｑ 8,749,990株 23年2月期 8,749,990株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 496,357株 23年2月期 411,642株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期2Ｑ 8,313,796株 23年2月期2Ｑ 8,339,518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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(当期の経営成績) 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や電力不足等による生産活

動の低下等で企業活動が停滞する中、かつてない円高の進行により、依然として先行き不透明な状況

が続いております。 

当スーパーマーケット業界においても、業態を越えた競合状態が続く中、厳しい雇用情勢により消

費マインドは冷え込んだまま推移し、天候不順もあいまって厳しい経営環境が続きました。 

このような情勢の下、当社は季節の旬の商品や独自取扱商品の強化、それぞれの地域の顧客にとっ

て価値のある食材・商品の提供や販売提案を店舗ごとに工夫をするなど、顧客へ積極的な働きかけを

行っております。また、在庫の適量化や店舗オペレーションの最適化による人時生産性の向上に取り

組むとともに、EDIの導入による営業事務の合理化、発注方式の変更による仕入数量の適正化にも取

り組んでおります。 

このような取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、203億33百万円(前年同

期比0.4％減)、営業利益は３億１千万円(前年同期比35.0％増)、経常利益は１億68百万円(前年同期

比27.1％増)、四半期純利益は44百万円(前年同期比26.8％減)となりました。 

  

(資産)  

流動資産は、現金及び預金が６億89百万円増加した一方、商品が６千万円減少したことなどによ

り、前期末に比べ５億65百万円増加の38億４百万円となりました。 

有形固定資産は、前期末に比べ２億78百万円減少し、140億73百万円となりました。無形固定資産

は、前期末に比べ９百万円増加し、４億93百万円となりました。 

(負債)  

負債は、前期末に比べ３億８百万円増加し、180億５百万円となりました。その主な内訳は、長

期、短期を合わせた借入金が４億３千万円減少した一方、買掛金が５億63百万円、未払法人税等が２

千万円増加したこと、資産除去債務６千万円を計上したことなどによるものであります。 

(純資産) 

純資産は、前期末に比べ13百万円減少し、26億60百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余

金が18百万円増加したことと、自己株式が29百万円増加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２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により12億59百万円

増加いたしましたが、投資活動により５億45百万円、財務活動により４億97百万円減少いたしまし

た。この結果、現金及び現金同等物は２億17百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は７億

51百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであり

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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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は12億59百万円となりました。その

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益１億33百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費３

億48百万円、仕入債務が５億63百万円増加したことなど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) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は５億45百万円となりました。その

主な内訳は、定期預金の預入による支出６億２百万円など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) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は４億97百万円となりました。その

主な内訳は、長期、短期合わせた借入金の減少によるものであります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、平成23年４月13日発表の連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、営業利益、経常利益はそれぞれ1,351千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

29,168千円減少しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成23年８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 1,363,725 674,264

売掛金 86,944 64,640

商品 2,022,864 2,083,594

繰延税金資産 101,643 79,822

その他 229,546 336,502

流動資産合計 3,804,725 3,238,824

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,393,107 16,352,497

減価償却累計額 △10,294,640 △10,047,378

建物及び構築物（純額） 6,098,466 6,305,118

機械装置及び運搬具 1,706,238 1,688,266

減価償却累計額 △1,466,065 △1,439,978

機械装置及び運搬具（純額） 240,173 248,288

工具、器具及び備品 2,517,532 2,525,815

減価償却累計額 △2,180,924 △2,131,176

工具、器具及び備品（純額） 336,608 394,638

土地 7,290,029 7,290,029

リース資産 137,985 135,597

減価償却累計額 △34,023 △21,642

リース資産（純額） 103,961 113,954

建設仮勘定 4,150 －

有形固定資産合計 14,073,388 14,352,029

無形固定資産 493,548 483,820

投資その他の資産

投資有価証券 657,763 617,646

繰延税金資産 506,534 521,545

差入保証金 957,956 974,640

その他 172,681 182,575

投資その他の資産合計 2,294,935 2,296,408

固定資産合計 16,861,873 17,132,257

資産合計 20,666,598 20,371,081
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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 3,007,106 2,443,714

短期借入金 3,970,000 4,460,000

1年内返済予定の長期借入金 2,752,737 2,822,066

未払法人税等 109,198 88,717

賞与引当金 109,981 108,672

ポイント引当金 37,977 37,300

その他 873,336 784,122

流動負債合計 10,860,336 10,744,592

固定負債

長期借入金 5,955,650 5,827,219

退職給付引当金 834,956 822,787

役員退職慰労引当金 160,200 154,700

資産除去債務 60,427 －

その他 134,091 147,743

固定負債合計 7,145,325 6,952,450

負債合計 18,005,662 17,697,042

純資産の部

株主資本

資本金 1,077,998 1,077,998

資本剰余金 813,528 813,528

利益剰余金 1,004,490 985,602

自己株式 △179,765 △150,411

株主資本合計 2,716,252 2,726,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △54,816 △51,847

繰延ヘッジ損益 △499 △830

評価・換算差額等合計 △55,316 △52,678

純資産合計 2,660,936 2,674,039

負債純資産合計 20,666,598 20,371,081
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 20,406,480 20,333,158

売上原価 15,388,605 15,492,681

売上総利益 5,017,874 4,840,477

営業収入 269,536 271,680

営業総利益 5,287,410 5,112,157

販売費及び一般管理費

販売促進費 423,355 389,423

消耗品費 168,270 135,164

運賃 165,810 165,152

賃借料 93,147 59,618

地代家賃 462,555 443,270

修繕維持費 200,527 201,252

給料手当及び賞与 2,080,609 1,998,425

福利厚生費 262,631 245,642

賞与引当金繰入額 102,561 97,625

退職給付費用 56,011 52,377

役員退職慰労引当金繰入額 4,750 5,500

水道光熱費 450,916 438,661

減価償却費 286,657 275,000

その他 299,892 294,899

販売費及び一般管理費合計 5,057,695 4,802,014

営業利益 229,715 310,143

営業外収益

受取利息及び配当金 3,969 4,077

持分法による投資利益 15,393 9,404

補助金収入 27,700 5,489

その他 39,247 12,535

営業外収益合計 86,310 31,507

営業外費用

支払利息 177,315 161,662

その他 6,250 11,598

営業外費用合計 183,566 173,260

経常利益 132,460 168,389

特別損失

固定資産除却損 17,433 4,841

会員権売却損 － 2,200

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,816

特別損失合計 17,433 34,857

税金等調整前四半期純利益 115,026 133,531

法人税、住民税及び事業税 23,536 94,553

法人税等調整額 31,413 △5,026

法人税等合計 54,949 89,527

少数株主損益調整前四半期純利益 － 44,004

四半期純利益 60,076 44,004
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 10,669,832 10,345,850

売上原価 8,056,949 7,898,597

売上総利益 2,612,883 2,447,252

営業収入 139,172 140,739

営業総利益 2,752,055 2,587,991

販売費及び一般管理費

販売促進費 227,605 215,895

消耗品費 71,857 69,421

運賃 87,365 85,627

賃借料 44,479 28,543

地代家賃 230,122 220,906

修繕維持費 104,949 99,378

給料手当及び賞与 1,032,155 982,339

福利厚生費 127,015 122,390

賞与引当金繰入額 85,538 80,552

退職給付費用 28,283 26,951

役員退職慰労引当金繰入額 2,373 3,075

水道光熱費 246,362 239,080

減価償却費 143,271 137,730

その他 156,994 148,081

販売費及び一般管理費合計 2,588,374 2,459,973

営業利益 163,680 128,018

営業外収益

受取利息及び配当金 3,088 3,044

持分法による投資利益 10,282 2,450

その他 29,519 4,049

営業外収益合計 42,890 9,544

営業外費用

支払利息 87,730 79,013

その他 3,265 3,804

営業外費用合計 90,996 82,817

経常利益 115,575 54,744

特別損失

固定資産除却損 6,111 4,021

会員権売却損 － 2,200

特別損失合計 6,111 6,221

税金等調整前四半期純利益 109,463 48,523

法人税、住民税及び事業税 17,851 6,181

法人税等調整額 28,557 20,552

法人税等合計 46,408 26,733

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,789

四半期純利益 63,055 21,789
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８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 115,026 133,531

減価償却費 356,605 348,456

有形固定資産除却損 10,350 4,841

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） 930 930

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,114 12,168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,950 5,500

受取利息及び受取配当金 △3,969 △4,077

支払利息 177,315 161,662

売上債権の増減額（△は増加） △30,580 △22,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,029 60,730

仕入債務の増減額（△は減少） △81,499 563,391

未払金の増減額（△は減少） △85,091 53,694

前受金の増減額（△は減少） 19,899 △51,636

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,384 43,105

その他 △114,709 156,389

小計 282,928 1,494,199

利息及び配当金の受取額 4,028 3,863

利息の支払額 △199,397 △163,991

法人税等の支払額 △24,757 △74,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,802 1,259,606

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 △613,000 △602,000

定期預金の払戻による収入 160,000 130,000

有形固定資産の取得による支出 △239,783 △35,949

無形固定資産の取得による支出 △7,388 △13,447

差入保証金の差入による支出 △2,691 △908

差入保証金の回収による収入 9,735 17,592

投資有価証券の取得による支出 △5,010 △45,022

投資有価証券の売却及び償還による収入 298 3,514

その他 △2,027 1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △699,867 △545,040

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） 506,500 △490,000

長期借入れによる収入 3,486,700 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △3,584,100 △1,390,898

リース債務の返済による支出 △8,687 △12,958

自己株式の取得による支出 － △28,536

配当金の支払額 △24,912 △24,713

財務活動によるキャッシュ・フロー 375,499 △497,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △261,565 217,461

現金及び現金同等物の期首残高 976,120 534,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 714,554 751,725
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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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