
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 

 
  

 
（注）営業収益は、連結損益計算書の「売上高」と「営業収入」を合計して記載しております。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年３月21日～平成24年９月20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 ％

25年３月期第２四半期 50,336 △1.4 382 ― 540 ― 430 ―
24年３月期第２四半期 51,063 △2.8 △165 ― 22 △85.6 △937 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 353百万円(―％) 24年３月期第２四半期 △714百万円(―％)

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

25年３月期第２四半期 21 .34 ―
24年３月期第２四半期 △46 .46 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 41,116 13,159 32.0

24年３月期 43,869 12,806 29.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 13,159百万円 24年３月期 12,806百万円

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３月期 ― 6 .25 ― 0 .00 6 .25

25年３月期 ― 0 .00

25年３月期(予想) ― ― ―

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年３月21日～平成25年３月20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 100,700 △1.6 950 210.4 1,150 80.1 700 ― 34 .67



  
  

 

 

 
  

  

  

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に対する四半期レビュー手続

は完了しております。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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３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。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社           除外   ―社 

（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
 

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

（４）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３月期２Ｑ 20,425,218株 24年３月期 20,425,218株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 235,911株 24年３月期 235,867株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 20,189,345株 24年３月期２Ｑ 20,189,423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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要に支えられ、一部に緩やかな景気回

復の兆しが見られたものの、世界景気の減速や円高の長期化などを背景に、先行き不透明な状況が続い

ております。 

 小売業界におきましては、厳しい雇用・所得環境や将来の消費税増税に対する生活防衛意識の高まり

により、お客様の低価格・節約志向が一層強まるとともに、当社グループの営業基盤である東海地区で

は、競合他社からの出店攻勢や価格競争の激化など、販売競争が更に厳しさを増しております。 

 こうしたなか当社グループは、『収益体質の強化』を基本方針に掲げ、経営刷新策に基づく経費構造

改革を着実に実行するとともに、営業面においては“『おいしさ』と『安さ』の磨き上げ”を営業方針

として商品力・販売力の強化に取り組んでまいりました。 

 このような結果、当第2四半期連結累計期間における営業収益は503億36百万円（前年同期比1.4％

減）となりました。利益面においては、希望退職者募集の実施やその他あらゆる経費の見直しなど、経

費構造改革の実施により、営業利益は3億82百万円（前年同期は1億65百万円の営業損失）、経常利益は

5億40百万円（前年同期比―）、四半期純利益は4億30百万円（前年同期は9億37百万円の四半期純損

失）となり、前年同期に比べ大幅に利益が改善いたしました。 

  

なお、セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

  

[小売事業及び小売周辺事業] 

 スーパーマーケット事業を中核とする小売事業及び小売周辺事業では、生鮮を含めたＰＢ（プライベ

ートブランド）商品の開発やＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）商品の拡大など商品力を強化す

るとともに、店舗では、作業編成表や適正発注システムを活用した店内作業の効率化を図るなど「営業

力強化のための基盤づくり」を重点テーマとして取り組んでまいりました。 

 また、販売面においては、従来のチラシ主体の集客方法からポイントカード「グラッチェカード」を

活用した販売促進策への転換を図るとともに、日本 大のレシピ投稿・検索サイト「クックパッド」と

連携したレシピ提案など、メニュー提案型売場への新たな取組にも着手いたしました。 

 店舗政策においては、平成24年5月に鳥居松店（愛知県春日井市）を新設するとともに、9月に小幡店

（名古屋市守山区）を閉店いたしました。 

 以上の結果、小売事業及び小売周辺事業の営業収益は498億41百万円（前年同期比1.4％減）となりま

した。 

[スポーツクラブ事業] 

 3店舗のスポーツクラブを運営するプレミアムサポート株式会社では、スイミングスクールやダンス

スクールなど子供向けプログラムの新設・拡大により、会員数の増加を図りました。 

 その結果、スポーツクラブ事業の営業収益は3億97百万円（前年同期比3.6％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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
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[不動産事業] 

 店舗等の賃貸管理事業を行う不動産事業は、賃貸料収入の減少により、営業収益は1億38百万円（前

年同期比12.7％減）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ27億52百万円減少し、411億16百万

円となりました。これは主に有利子負債の返済により、現金及び預金が14億57百万円減少したことによる

ものです。 

 負債は前連結会計年度末に比べ、31億6百万円減少し、279億57百万円となりました。これは主に有利子

負債が返済により16億83百万円減少したこと、および希望退職による退職金の支払等により未払金が8億

29百万円減少したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ3億53百万円増加し、131億59百万円となりました。これは主に、利益

剰余金が4億30百万円増加したことによるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度

末と比べ、14億２百万円減少し、35億81百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。 

営業活動の結果得られた資金は、３億44百万円（前年同期は、６億62百万円の収入）となりました。こ

れは主に、減価償却費計上及び純利益の計上によるものです。 

投資活動の結果得られた資金は、35百万円（前年同期は、１億１百万円の収入）となりました。これは

主に、差入保証金の回収による収入が３億44百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が３億21

百万円あったことによるものです。 

財務活動の結果使用した資金は、17億82百万円（前年同期は、17億53百万円の支出）となりました。こ

れは主に、社債の償還による支出が５億12百万円、短期借入金の返済による純減額が３億80百万円、長期

借入金の返済による純減額が７億91百万円あったことによるものです。 

  

業績予想数値は、平成24年10月22日公表時より変更ありません。 

（２）連結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

② 連結キャッシュ・フローの状況

(営業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）

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,144,246 3,686,794

売掛金 886,497 829,325

商品及び製品 2,431,155 2,367,081

仕掛品 783 635

原材料及び貯蔵品 35,266 38,432

繰延税金資産 625,902 226,904

その他 2,090,465 1,874,033

貸倒引当金 △3,487 △2,771

流動資産合計 11,210,831 9,020,436

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,000,835 8,837,630

土地 9,907,857 9,907,857

その他（純額） 1,213,721 1,194,676

有形固定資産合計 20,122,415 19,940,164

無形固定資産

借地権 778,236 739,960

その他 37,192 36,678

無形固定資産合計 815,429 776,638

投資その他の資産

投資有価証券 2,693,794 2,623,907

差入保証金 7,897,570 7,605,581

繰延税金資産 74,527 132,411

その他 1,123,301 1,008,862

貸倒引当金 △113,246 △25,447

投資その他の資産合計 11,675,948 11,345,314

固定資産合計 32,613,794 32,062,117

繰延資産 44,441 34,295

資産合計 43,869,066 41,116,850
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,875,921 5,784,082

短期借入金 2,495,000 2,115,000

1年内返済予定の長期借入金 3,572,834 3,489,210

1年内償還予定の社債 525,000 625,000

未払金 1,734,984 905,826

未払費用 1,211,801 1,197,306

未払法人税等 155,250 96,034

賞与引当金 188,843 236,848

ポイント引当金 73,941 97,983

店舗等閉鎖損失引当金 129,461 －

資産除去債務 14,050 7,000

その他 673,556 639,713

流動負債合計 16,650,645 15,194,006

固定負債

社債 3,475,000 2,862,500

長期借入金 6,527,246 5,819,453

リース債務 602,022 577,728

繰延税金負債 302,581 10,205

退職給付引当金 995,522 998,325

長期預り保証金 1,148,249 1,120,530

資産除去債務 1,199,984 1,217,944

その他 161,809 156,318

固定負債合計 14,412,415 12,763,004

負債合計 31,063,061 27,957,010

純資産の部

株主資本

資本金 4,220,618 4,220,618

資本剰余金 5,766,230 5,766,230

利益剰余金 3,051,672 3,482,439

自己株式 △897,597 △925,691

株主資本合計 12,140,923 12,543,596

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 665,081 616,242

その他の包括利益累計額合計 665,081 616,242

純資産合計 12,806,005 13,159,839

負債純資産合計 43,869,066 41,116,850
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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23年３月21日
至 平成23年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
 至 平成24年９月20日)

売上高 48,495,737 47,779,760

売上原価 36,158,548 35,871,409

売上総利益 12,337,188 11,908,351

営業収入 2,567,771 2,556,463

営業総利益 14,904,959 14,464,814

販売費及び一般管理費 15,070,155 14,082,203

営業利益又は営業損失（△） △165,195 382,611

営業外収益

受取利息 15,195 13,847

受取配当金 22,137 24,600

持分法による投資利益 － 5,634

オンライン手数料 178,216 198,461

その他 135,636 70,129

営業外収益合計 351,187 312,673

営業外費用

支払利息 133,827 119,018

持分法による投資損失 1,013 －

その他 28,548 35,973

営業外費用合計 163,390 154,991

経常利益 22,601 540,293

特別利益

固定資産売却益 475 738

貸倒引当金戻入額 1,436 －

収用補償金 － 9,586

特別利益合計 1,912 10,325

特別損失

固定資産除却損 44,001 14,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 752,695 －

減損損失 － 13,064

その他 1,689 －

特別損失合計 798,386 27,665

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（△）

△773,872 522,953

法人税、住民税及び事業税 80,840 51,827

法人税等調整額 41,858 68,418

法人税等合計 122,699 120,245

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（△）

△896,571 402,707

少数株主利益又は少数株主損失（△） 41,398 △28,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） △937,970 430,766
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四半期連結包括利益計算書
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23年３月21日
至 平成23年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
 至 平成24年９月20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（△）

△896,571 402,707

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 181,899 △48,838

その他の包括利益合計 181,899 △48,838

四半期包括利益 △714,672 353,868

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △756,071 381,927

少数株主に係る四半期包括利益 41,398 △28,059
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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23年３月21日
至 平成23年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年９月20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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△773,872 522,953

減価償却費 597,086 592,362

減損損失 － 13,064

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65 △88,514

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,993 48,004

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,150 2,803

受取利息及び受取配当金 △37,333 △38,448

支払利息 133,827 119,018

持分法による投資損益（△は益） 1,013 △5,634

固定資産除却損 44,001 14,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 752,695 －

売上債権の増減額（△は増加） 27,892 57,172

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,388 61,056

仕入債務の増減額（△は減少） 70,604 △91,838

未払金の増減額（△は減少） △44,632 △823,253

未払費用の増減額（△は減少） 66,147 1,136

その他 △48,552 171,821

小計 914,345 556,304

利息及び配当金の受取額 23,196 25,019

利息の支払額 △144,571 △132,690

法人税等の支払額 △130,304 △104,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 662,664 344,346

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 △55,500 △7,100

定期預金の払戻による収入 10,000 62,000

有形固定資産の取得による支出 △174,853 △321,404

有形固定資産の売却による収入 10,185 2,747

無形固定資産の取得による支出 △1,189 △1,078

差入保証金の差入による支出 △14,391 △15,353

差入保証金の回収による収入 356,412 344,915

預り保証金の受入による収入 555 2,537

預り保証金の返還による支出 △37,370 △25,788

その他 8,002 △6,088

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,852 35,387
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月21日
至 平成24年９月20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） △1,100,000 △380,000

長期借入れによる収入 1,000,000 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,217,917 △2,491,417

社債の発行による収入 487,558 －

社債の償還による支出 △712,500 △512,500

リース債務の返済による支出 △90,848 △98,281

自己株式の取得による支出 △15 △34

配当金の支払額 △120,248 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,753,971 △1,782,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △989,454 △1,402,552

現金及び現金同等物の期首残高 6,157,827 4,983,746

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,168,373 3,581,194
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月21日  至  平成23年９月20日) 

 １ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

 
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用394,108千円であります。 

     2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成24年３月21日  至  平成24年９月20日) 

 １ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

 
(注) 1.セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用344,039千円であります。 

     2.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。 

  

 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

重要な発生はありません。 

  

 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）セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
（注）1

四半期連結損益
計算書上額 
（注）2

小売事業 
及び小売 
周辺事業

スポーツ
クラブ事業

不動産事業 計

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

50,521,044 383,799 158,664 51,063,508 ― 51,063,508

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

41,905 ─ ─ 41,905 （41,905） ―

計 50,562,949 383,799 158,664 51,105,414 （41,905） 51,063,508

セグメント利益又は損失(△) 191,490 13,936 23,485 228,912 （394,108） △165,195

報告セグメント
調整額 
（注）1

四半期連結損益
計算書上額 
（注）2

小売事業 
及び小売 
周辺事業

スポーツ
クラブ事業

不動産事業 計

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

49,800,001 397,706 138,517 50,336,224 ― 50,336,224

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

41,801 ─ ─ 41,801 （41,801） ―

計 49,841,802 397,706 138,517 50,378,025 （41,801） 50,336,224

セグメント利益 686,533 28,342 11,775 726,651 （344,039） 382,611

（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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