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(百万円未満切捨て)

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)

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２四半期 20,465 4.7 74 △76.4 10 △95.9 △98 ─

23年２月期第２四半期 19,539 1.9 315 50.9 249 61.4 143 ─

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 △13 83 ─ ─

23年２月期第２四半期 19 71 ─ ─

 (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 15,976 2,953 18.5 419 90

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２四半期 2,953百万円 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 ─ ─ 0 00

24年２月期(予想) ─ ─ 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

通期 40,000 4.4 370 △40.8 230 △53.7 60 △77.8 8 35



  

 
(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。 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 7,104,216株 23年２月期２Ｑ 7,291,780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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害の影響が続いてお

り、急速な円高の進行もあって、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

後の一時的な需要増加が見られたものの、個人消費は全般的に低調な状況にあり、競合他社との競争は

激しさを増しております。加えて、福島第一原子力発電所事故の影響で、電力不足への対応や残留放射

能による農畜産物の出荷規制、風評被害などが発生し、厳しい経営環境となりました。 

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、引き続き年間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食に関する提案を積極的に進めました。また、各店の従

業員の創意工夫を活かした商品説明イラストや食べ方を提案し、その商品を大陳することで単品の販売

数量アップに取り組みました。 

売上高につきましては、全般的に個人消費の伸びは弱く、既存店の売上に影響が見られましたが、当

第１四半期に新規オープンした川中島店と移転オープンした丸子店が業績に寄与し増収となりました。

粗利益面では、価格競争や農畜産物の高騰など収益環境は厳しいものとなり、ロス率の改善や仕入チャ

ネルの開発等に努めましたが、粗利益率が低下いたしました。一方、経費面では、引き続き消耗品等を

中心に販売費及び一般管理費の削減を推し進めました。 

以上の営業活動の結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高103億３千３百万円（前年

同四半期3.3％増）、経常利益は６千２百万円（前年同四半期67.0％減）となり、四半期純利益は１千

２百万円（前年同四半期88.4％減）となりました。  

  

平成24年２月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成24年２月期第１

四半期決算短信（平成23年７月８日開示）をご参照ください。 

  

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、２億１千２百万円減少しておりますが、これは主としてた

な卸資産が３億８百万円減少し、売掛金が７千５百万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、３億８千６百万円増加しておりますが、これは主として有

形固定資産が３億７千９百万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、１億７千３百万円増加し、159億７千６百万円とな

りました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、２億６千１百万円増加しておりますが、これは主として買

掛金が４億１千５百万円増加し、短期借入金が２億２千３百万円減少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、２億１千３百万円増加しておりますが、これは主として資

産除去債務が２億９千万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、４億７千４百万円増加し、130億２千２百万円と

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、３億円減少しておりますが、これは主として配当金を８千６

百万円支払い、自己株式を８千１百万円取得したことによります。  

この結果、純資産合計は、29億５千３百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末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、第１四半期連結会計期間末に比べ１億５千７百万円減少し、５億７千５百万円となりました。 

(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６千４百万円増加し、２億９千８百万円となり

ました。これは主として前年同四半期に比べ、たな卸資産の増減額が２億９千５百万円増加し、仕入債

務の増減額が１億３千４百万円減少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７千７百万円減少し、３千６百万円となりまし

た。これは主として前年同四半期に比べ、有形固定資産の取得による支出が８千８百万円減少したこと

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２億１千４百万円増加し、４億１千９百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、短期借入金の純増減額が１億７千７百万円増加した

ことによります。 

  

平成23年４月13日付の「平成23年２月期 決算短信」において公表いたしました、平成24年２月期の業

績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年10月７日に公表いたしました「平成24年２月

期第２四半期累計期間における業績予想の差異及び通期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測

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見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当四半期連

結会計期間においては、見積実効税率を使用することが出来ないため、法定実効税率を使用しており

ます。また、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 

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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は7,294千円減少し、税金等調

整前四半期純損失は160,686千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

２四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 622,691 545,963

売掛金 300,218 224,921

リース投資資産 523,328 533,821

たな卸資産 1,608,965 1,917,881

繰延税金資産 70,173 70,173

その他 633,988 678,992

貸倒引当金 △4,000 △4,000

流動資産合計 3,755,366 3,967,754

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,579,525 6,503,806

土地 2,040,272 2,040,272

リース資産（純額） 828,099 521,887

その他（純額） 165,132 167,335

有形固定資産合計 9,613,031 9,233,302

無形固定資産

のれん 25,833 28,333

リース資産 85,971 48,806

借地権 1,047,978 1,047,978

その他 34,837 37,496

無形固定資産合計 1,194,621 1,162,614

投資その他の資産

投資有価証券 578,304 629,092

差入保証金 504,022 485,202

繰延税金資産 200,904 184,510

その他 134,651 144,616

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,413,182 1,438,722

固定資産合計 12,220,835 11,834,639

資産合計 15,976,202 15,802,393
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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 2,380,402 1,964,678

短期借入金 4,144,873 4,368,693

リース債務 155,286 96,726

未払法人税等 25,129 115,208

賞与引当金 134,000 145,000

その他 930,133 818,471

流動負債合計 7,769,826 7,508,778

固定負債

長期借入金 2,914,490 3,284,542

リース債務 860,162 552,068

繰延税金負債 323,900 334,704

退職給付引当金 407,723 406,909

資産除去債務 290,290 －

その他 456,150 460,926

固定負債合計 5,252,718 5,039,151

負債合計 13,022,544 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 1,918,578 2,103,071

自己株式 △887,834 △805,916

株主資本合計 2,946,744 3,213,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,914 41,309

評価・換算差額等合計 6,914 41,309

純資産合計 2,953,658 3,254,464

負債純資産合計 15,976,202 15,802,393
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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 19,539,536 20,465,177

売上原価 14,779,610 15,774,880

売上総利益 4,759,926 4,690,296

その他の営業収入 593,149 577,262

営業総利益 5,353,075 5,267,559

販売費及び一般管理費 5,037,499 5,193,206

営業利益 315,576 74,352

営業外収益

受取利息 197 139

受取配当金 7,685 7,418

債務勘定整理益 4,116 4,025

保険解約返戻金 － 3,803

その他 9,575 9,824

営業外収益合計 21,575 25,210

営業外費用

支払利息 86,122 86,387

その他 1,676 2,827

営業外費用合計 87,798 89,215

経常利益 249,352 10,347

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,900 －

特別利益合計 2,900 －

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（△）

248,436 △161,642

法人税等 104,704 △63,379

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △98,262

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 143,732 △98,262
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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 9,997,518 10,333,820

売上原価 7,532,252 7,911,066

売上総利益 2,465,265 2,422,753

その他の営業収入 301,446 285,933

営業総利益 2,766,711 2,708,687

販売費及び一般管理費 2,549,493 2,617,451

営業利益 217,218 91,235

営業外収益

受取利息 123 85

受取配当金 7,668 7,400

債務勘定整理益 1,508 1,953

その他 5,333 4,748

営業外収益合計 14,633 14,187

営業外費用

支払利息 42,100 42,932

その他 1,176 295

営業外費用合計 43,277 43,228

経常利益 188,574 62,195

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,900 －

特別利益合計 2,900 －

税金等調整前四半期純利益 191,474 62,195

法人税等 79,904 49,216

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,979

少数株主利益 － －

四半期純利益 111,569 12,979
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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 248,436 △161,642

減価償却費 342,828 361,018

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 153,391

固定資産除却損 － 18,598

のれん償却額 2,499 2,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,951 814

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △11,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,900 －

受取利息及び受取配当金 △7,882 △7,557

支払利息 86,122 86,387

売上債権の増減額（△は増加） △74,473 △75,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △275,122 307,549

リース投資資産の増減額（△は増加） 10,121 10,493

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,105 △46,420

仕入債務の増減額（△は減少） 619,311 556,749

未払金の増減額（△は減少） 98,461 △19,249

未払費用の増減額（△は減少） 45,601 108,970

預り保証金の増減額（△は減少） △10,325 △2,312

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,637 11,702

小計 1,116,097 1,294,696

利息及び配当金の受取額 7,891 7,561

利息の支払額 △92,320 △84,074

法人税等の支払額 △22,817 △89,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008,851 1,128,335

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 △18,004 △18,001

定期預金の払戻による収入 15,000 21,000

有形固定資産の取得による支出 △185,718 △240,045

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 1,228 1,227

差入保証金の差入による支出 △306 △25,092

差入保証金の回収による収入 6,484 17,670

その他 6,890 2,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,424 △242,346

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） △118,215 △101,940

長期借入れによる収入 70,000 110,000

長期借入金の返済による支出 △765,023 △601,932

リース債務の返済による支出 △39,105 △44,900

自己株式の取得による支出 △143,526 △81,918

配当金の支払額 △74,239 △85,572

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,070,108 △806,262

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） △235,682 79,726

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 586,680 575,646
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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） 

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） 

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） 

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） 

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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