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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11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）

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8月期第1四半期 2,620 △9.5 45 18.6 49 96.5 5 ―
23年8月期第1四半期 2,896 △21.4 38 ― 25 ― △294 ―

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 5百万円 （―％） 23年8月期第1四半期 △294百万円 （―％）

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8月期第1四半期 0.57 ―
23年8月期第1四半期 △28.71 ―

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8月期第1四半期 18,570 11,697 63.0 1,140.30
23年8月期 19,104 11,712 61.3 1,141.77
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  11,697百万円 23年8月期  11,712百万円

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8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8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   

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) 6,904 △0.1 573 2.2 514 2.8 393 104.8 38.30
通期 13,493 5.1 760 5.5 647 7.8 462 74.9 45.02



(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  ：  有  
（注）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。 

(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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際の実績等
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）2ページ「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

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8月期1Q 10,260,500 株 23年8月期 10,260,500 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q 2,047 株 23年8月期 2,047 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 10,258,453 株 23年8月期1Q 10,258,575 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は、粗利改善を目的とし、ＰＢ（プライベートブランド）商品開発を継続して強化

し、少品種多量販売を積極的に取り入れてまいりました。その結果、粗利率については57.2％（前年同期は55.7％）

となりました。 

出店につきましては２店舗の新規出店を行い直営店舗数は、223店舗となっております。経費コントロールについ

ては、当初の計画どおり堅調に推移しており販売費および一般管理費は、1,453百万円（前年同期比7.6％減）となり

ました。 

これらの結果、売上高は2,620百万円（前年同期比9.5％減）となりました。営業利益は45百万円（前年同期比

18.6％増）となり、経常利益は49百万円（前年同期比96.5％増）となりました。法人税等を計上し、四半期純利益は

５百万円（前年同期は294百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は18,570百万円となり、前連結会計年度末に比べ533百万円減少いたしました。こ

れは主に、流動資産において現預金が1,183百万円減少し、商品が695百万円増加したこと、ならびに固定資産が52百

万円減少、投資その他の資産が11百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は6,872百万円となり、前連結会計年度末に比べ518百万円減少いたしました。これは主に、借入金が411

百万円減少したこと、未払法人税等が146百万円減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は11,697百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円減少いたしました。これは主に、配当金の支

払い20百万円と、四半期純利益５百万円による利益剰余金の増加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23年10月７日に発表いたしました連結業績予想の修正はございません。 

  

（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 

簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

②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ついては、前連結会計年度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ため、前連結会計年度の決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを使用しております。 

  

（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
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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８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,523,073 6,339,793

受取手形及び売掛金 102,389 116,694

商品 6,551,120 7,246,936

繰延税金資産 322,034 313,219

その他 305,501 304,661

貸倒引当金 △2,006 △785

流動資産合計 14,802,113 14,320,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,242,864 1,214,331

その他（純額） 1,495,978 1,485,000

有形固定資産合計 2,738,843 2,699,332

無形固定資産 24,743 23,461

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,479,854 1,469,582

その他 78,316 74,271

貸倒引当金 △19,672 △16,926

投資その他の資産合計 1,538,498 1,526,926

固定資産合計 4,302,084 4,249,720

資産合計 19,104,197 18,570,241

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 734,674 836,553

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,552,644 1,406,397

未払法人税等 180,122 33,795

賞与引当金 13,091 －

資産除去債務 1,105 －

その他 405,321 416,202

流動負債合計 3,586,959 3,392,947

固定負債   

長期借入金 3,014,679 2,719,720

退職給付引当金 155,747 158,337

役員退職慰労引当金 87,280 88,780

資産除去債務 281,939 282,261

その他 264,770 230,502

固定負債合計 3,804,417 3,479,601

負債合計 7,391,377 6,872,549

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,066,567 2,066,567

資本剰余金 2,432,864 2,432,864

利益剰余金 7,216,925 7,202,289

自己株式 △1,191 △1,191

株主資本合計 11,715,166 11,700,530

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,346 △2,838

その他の包括利益累計額合計 △2,346 △2,838

純資産合計 11,712,820 11,697,692

負債純資産合計 19,104,197 18,570,241
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（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９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 2,896,102 2,620,109

売上原価 1,284,343 1,120,479

売上総利益 1,611,759 1,499,630

販売費及び一般管理費 1,572,980 1,453,637

営業利益 38,778 45,993

営業外収益   

受取利息 5,598 4,109

受取配当金 36 40

受取賃貸料 15,060 15,660

デリバティブ評価益 9,168 34,268

その他 9,811 1,903

営業外収益合計 39,675 55,983

営業外費用   

支払利息 21,709 18,721

為替差損 17,645 21,351

賃貸収入原価 13,628 11,841

その他 126 266

営業外費用合計 53,110 52,180

経常利益 25,344 49,795

特別利益   

過年度損益修正益 15,771 －

特別利益合計 15,771 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 241,609 －

賃貸借契約解約損 499 －

特別損失合計 242,109 －

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（△）

△200,994 49,795

法人税、住民税及び事業税 32,845 31,667

法人税等調整額 60,717 12,247

法人税等合計 93,563 43,914

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△294,557 5,880

四半期純利益又は四半期純損失（△） △294,557 5,880
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（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９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△294,557 5,880

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △215 △492

その他の包括利益合計 △215 △492

四半期包括利益 △294,773 5,388

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △294,773 5,388
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該当事項はありません。 

  

  

 当社グループの報告セグメントは、小売事業及び卸売事業でありますが、卸売事業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、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

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

（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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