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上場廃止となった子会社（株式会社ジョイス）に関わる決算開示について 

 

当社の子会社である株式会社ジョイスの平成25 年２月期 第２四半期決算が確定しましたので、

添付の通りお知らせします。 

なお、株式会社ジョイスは、当社との株式交換（効力発生日：平成24年９月１日）による完全

子会社化に伴い、平成24年８月29日に上場廃止となっております。 

 

記 

 

・株式会社ジョイス 平成25年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

 

以上 



 

 

 

 

平成25年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成24年10月12日

株式会社 ジョイス ＵＲＬ http://www.jois.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 代表取締役兼社長執行役員 (氏名) 小苅米 秀樹 

問合せ先責任者 (役職名) 経営計画室長 (氏名) 佐々木 信正 (TEL)019(623)6100

半期報告書提出予定日 平成24年11月28日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成25年２月期第２四半期の業績（平成24年３月１日～平成24年８月31日） 
（１）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 ％

25年２月期第２四半期 18,426 △5.7 222 △79.0 281 △75.2 10 －

24年２月期第２四半期 19,538 △8.0 1,058 231.7 1,135 193.4 △926 －

 

 
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

25年２月期第２四半期 0.96 － 

24年２月期第２四半期 △83.45 － 

 
（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年２月期第２四半期 19,154 7,437 38.8 

24年２月期 17,790 7,562 42.5 

（参考）自己資本    25年２月期第２四半期 7,437百万円       24年２月期 7,562百万円 

 
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   

24年 ２月期 － 0.00 － 12.00 12.00   

25年 ２月期 － 0.00   

25年 ２月期(予想)   － － －   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 

 
３．平成25年２月期の業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日） 

平成24年９月１日付けで株式会社アークスの完全子会社となりましたので、業績予想の記載は省略しており
ます。 

 



 

※注記事項 
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
 
 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 
 
 

（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) 25年２月期２Ｑ 11,103,749株 24年２月期 11,105,200株

② 期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 0株 24年２月期 1,371株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年２月期２Ｑ 11,103,781株 24年２月期２Ｑ 11,103,928株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で企業収益の改善や東日本大震災の被災地における復興へ

の公共投資の増加等があるものの、全国的な電力供給問題など、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移

しました。小売業界におきましても、人口の減少に加え、消費者の節約志向と業種・業態を超えた激しい競争な

ど、厳しい状況が続いております。この様な状況の中、当社は、「食の提案型スーパーマーケット」モデルの確

立に向け、営業面の充実を図ってまいりました。新規出店につきましては、平成24年５月「北上鬼柳店」（岩手

県北上市）を開店いたしました。同店は『「食」のすべてを頼れるお店』として、「食生活を楽しむおいしさを

ご提案、素材にこだわった手作りをお届け、最高の笑みが溢れる明るく元気なお店」を目指し、「食の提案型ス

ーパーマーケット」モデル店舗として、「出来たて、作りたて」の惣菜、「プレクック（半加工）、食べきりサ

イズ」の充実、お食事のシーンに合わせてお好みの商品をお選びいただける「５つのアイランド」など、多様化

するお客様のライフスタイルに合わせた充実した品揃えに取り組みました。また、高効率・省エネタイプの照明

や設備を積極的に導入した他、各種の分別回収を通じたゴミの削減など、環境に配慮しております。販売面で

は、お客様の価格感度とライフスタイルにお答えするために実施しております「99円大均一祭」は、当社の名物

企画として多くのお客様にご利用いただいておりましたがこれをさらに拡充し、大変ご好評をいただいておりま

す。そのほか週末の企画では、週間ごとの様々な食の提案の取り組みに加え、商品カテゴリーごとに割引を実施

する月初の「初の市」や、岩手県が推進する「いわて地産地消県民運動」の一環である「いわて食材の日」に合

わせた月末の「地産地消・岩手味の市」等が恒例企画として定着いたしました。また、日常生活に必要な商品を

中心に毎月選定し、値下げを実施する「家計応援価格」も継続して実施しております。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の営業収益（売上高と営業収入の合計）は、岩手県沿岸地区を中心に震

災による需要増加の反動等により、184億26百万円（前年同期比5.7％減）となりました。利益面につきまして

は、前期は、震災の影響によるチラシ特売の一時見合わせなど、荒利益率を大きく押し上げる要因がございまし

たが、当四半期はこれらの反動に加え、競合店対策としての広告宣伝費の増加や、新規出店に伴う費用負担増加

などにより営業利益は２億22百万円（前年同期比79.0％減）、経常利益は２億81百万円（前年同期比75.2％減）

となりました。さらに、平成24年９月１日付で株式会社アークスと経営統合いたしましたが、これにかかる費用

を特別損失で計上したこと等により、四半期純利益は10百万円（前年同四半期は四半期純損失９億26百万円）と

なりました。  

  

なお、当社は、平成24年９月１日付で、株式会社アークスとの株式交換方式による経営統合により、新たな体制

で事業活動を行うこととなりました。株式会社アークス及び当社は、従来の展開エリアを越えて、広く東日本を視

野に入れた流通企業グループの形成を目指すとともに、一層の競争力強化を図り、アークスグループ全体の更なる

成長と企業価値の向上を目指してまいります。今後はアークスグループの一員として、北東北以南の事業展開を進

め、グループ全体の規模拡大と価値向上を積極的に推し進めてまいります。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期累計期間末における総資産は、前事業年度末より13億63百万円増加して191億54百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金の増加11億８百万円、新規出店に伴うリース資産の増加２億11百万円など

があったことなどによるものです。 

（負債） 

負債は、前事業年度末より14億89百万円増加して117億17百万円となりました。これは主に、買掛金の増加

３億90百万円、長期借入金の増加８億67百万円などがあったことによるものです。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末より１億25百万円減少して74億37百万円となりました。これは主に、四半期純利益

の計上による増加10百万円があった一方、剰余金の配当による減少１億32百万円などがあったことによるもの

です。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ、11億８百万円増加して29億

10百万円となりました。各活動のキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは10億76百万円の増加（前年同期は15億24百万円の増加）となりまし

た。これは、税引前四半期純利益40百万円、減価償却費４億54百万円などによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは７億51百万円の減少（前年同期は５億４百万円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出５億50百万円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは７億83百万円の増加（前年同期は１億52百万円の減少）となりまし

た。これは、長期借入金の返済による支出４億78百万円、配当金の支払い１億32百万円などがあった一方、長

期借入による収入14億円があったことによるものです。 

   

   

（１）四半期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。 

   

（２）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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,849 2,957

商品 939 938

貯蔵品 15 16

その他 871 716

流動資産合計 3,676 4,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,362 6,269

土地 4,996 4,940

その他（純額） 734 1,196

有形固定資産合計 12,093 12,405

無形固定資産 272 166

投資その他の資産   

差入保証金 996 1,204

その他 751 748

投資その他の資産合計 1,748 1,952

固定資産合計 14,114 14,525

資産合計 17,790 19,154

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,671 2,062

短期借入金 2,050 2,050

1年内返済予定の長期借入金 826 880

未払法人税等 16 24

賞与引当金 － 11

ポイント引当金 52 55

その他 1,303 1,232

流動負債合計 5,920 6,316

固定負債   

長期借入金 1,862 2,729

退職給付引当金 1,024 1,036

資産除去債務 642 643

その他 778 991

固定負債合計 4,307 5,401

負債合計 10,227 11,717
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052 1,052

資本剰余金 968 968

利益剰余金 5,538 5,415

自己株式 △0 －

株主資本合計 7,559 7,436

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 0

評価・換算差額等合計 3 0

純資産合計 7,562 7,437

負債純資産合計 17,790 19,154
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 19,318 18,213

売上原価 13,972 13,443

売上総利益 5,345 4,770

営業収入 219 213

営業総利益 5,565 4,983

販売費及び一般管理費 4,506 4,761

営業利益 1,058 222

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 10 11

不動産賃貸料 107 110

その他 47 51

営業外収益合計 169 177

営業外費用   

支払利息 15 29

不動産賃貸原価 71 83

その他 6 4

営業外費用合計 92 117

経常利益 1,135 281

特別利益   

固定資産売却益 4 －

投資有価証券売却益 0 －

災害見舞金 56 －

新株予約権戻入益 8 －

特別利益合計 69 －

特別損失   

固定資産除却損 0 13

投資有価証券評価損 62 0

店舗閉鎖損失 － 32

減損損失 150 －

災害による損失 1,441 －

特別退職金 65 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 372 －

経営統合関連費用 － 192

特別損失合計 2,093 240

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △888 40

法人税、住民税及び事業税 18 16

法人税等調整額 19 13

法人税等合計 37 30

四半期純利益又は四半期純損失（△） △926 10
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８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
（△）

△888 40

減価償却費 337 454

減損損失 150 －

災害損失 1,441 －

受取利息及び受取配当金 △14 △15

支払利息 15 29

投資有価証券売却損益（△は益） 62 －

災害見舞金 △56 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 372 －

特別退職金 65 2

たな卸資産の増減額（△は増加） 150 0

未収入金の増減額（△は増加） △0 35

仕入債務の増減額（△は減少） 372 390

未払金の増減額（△は減少） 87 △299

未払消費税等の増減額（△は減少） 52 7

その他 △317 290

小計 1,830 936

利息及び配当金の受取額 12 13

利息の支払額 △13 △28

特別退職金の支払額 △7 △2

災害損失の支払額 △361 －

災害見舞金の受取額 56 －

法人税等の還付額 26 171

法人税等の支払額 △19 △13

その他の収入 － △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,524 1,076

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 △474 △550

預り保証金の返還による支出 △58 △1

預り保証金の受入による収入 21 2

差入保証金の差入による支出 △7 △271

差入保証金の回収による収入 16 34

その他 △1 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △504 △751
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

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） 480 －

長期借入れによる収入 － 1,400

長期借入金の返済による支出 △498 △478

リース債務の返済による支出 － △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △133 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △152 783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 868 1,108

現金及び現金同等物の期首残高 1,766 1,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,634 2,910
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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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