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（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 ％ 

25年３月期第２四半期  29,139  △7.7  966  29.8  1,063  42.1  296  20.1

24年３月期第２四半期  31,579  0.1  744  △51.7  748  △53.2  247  △69.1

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 330百万円（ ％） 12.0   24年３月期第２四半期 295百万円 （ ％） △52.4

  
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 

25年３月期第２四半期  5.77  －

24年３月期第２四半期  4.80  －

  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 

25年３月期第２四半期  53,282  40,284  75.2  778.24

24年３月期  52,854  40,428  76.1  780.94

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 40,068百万円   24年３月期 40,207百万円 

  
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  － 9.00 － 9.00  18.00

25年３月期  － 9.00     

25年３月期（予想）     － 9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、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  60,907  2.3  2,543  －  2,658  －  1,215  －  23.62

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名）、除外   社  （社名） 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 56,057,474株 24年３月期 56,057,474株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 4,571,713株 24年３月期 4,571,303株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 51,485,922株 24年３月期２Ｑ 51,488,702株

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に対する四半期レビュー手続は終了していません。

上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。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。なお、上記予想に関する事項

は、添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における国内の経済状況は、回復基調への期待感があったものの、むしろ弱めの動き

が一段と目立つようになり、景気も足踏み感が強まってきたと思われます。  

 小売業界におきましても景気の動向による先行き不安感がある中、本当に欲しいものやサービスに対しての投資

はするものの、ただ用途を満たせばよいというものはできるだけ安く、という顧客の購買行動がより顕著になって

きたこともあり、そのようなニーズにどのように応えて行けるか、ということが課題となってきています。 

 当グループにおきましては、そのようなニーズに応えるために、お客様に付加価値を実感していただける商品の

開発や新たなサービスの研究に取組んでおり、提案力の強化と併せて推し進めております。 

 また、主要子会社であります㈱三城におきましては、不採算店舗の退店を進める一方で、退店した地域のお客様

のアフターフォローや、店舗まで足を運ぶことが難しい方々へ向けた訪問サービスを新たに始め、お一人おひとり

にお合わせする、という理念を忘れずに、地域の環境や生活の変化に対応することを進めております。 

 なお新規の出店計画は年間５店舗、退店は50店舗としており、当第２四半期連結累計期間におきましては出店３

店舗、退店11店舗となっており、第３四半期以降に営業終了日が決まっている店舗も計画通り推移しております。

 海外子会社におきましては、東南アジアの法人は確実に利益を出しておりますが、中国法人におきましては人件

費増要因などで厳しい状況となっております。なお、店舗整理を進めておりますオーストラリア法人は不採算額が

減少しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高29,139百万円（前年同期比7.7％減）、営業利

益966百万円（前年同期比29.8％増）、経常利益1,063百万円（前年同期比42.1％増）、四半期純利益296百万円

（前年同期比20.1％増）となりました。 

  

 報告セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

 1）日本 

国内の売上高は26,407百万円（前年同期比7.4％減）、セグメント利益1,110百万円（前年同期比32.5％増）

となりました。  

 2）海外 

海外の売上高は2,901百万円（前年同期比10.1％減）、セグメント損失147百万円（前年同四半期はセグメン

ト損失98百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債および純資産の状況） 

 総資産は前連結会計年度末に比べ428百万円増加して53,282百万円となりました。これは主に流動資産における

商品及び製品が844百万円減少し、現金及び預金が3,571百万円減少したものの、固定資産における長期預金が

5,000百万円増加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572百万円増加して12,998百万円となりました。これは主に流動負債における支

払手形及び買掛金が200百万円増加したことと未払法人税等が399百万円増加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144百万円減少して40,284百万円となりました。これは主に利益剰余金が177百

万円減少したことによるものです。 

（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に対して

423百万円増加し、10,673百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は2,669百万円（前年同四半期は951百万円の収入）となりました。この内訳の主な

ものは、税金等調整前四半期純利益985百万円と、たな卸資産の減少額1,005百万円によるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は1,800百万円（前年同四半期は271百万円の収入）となりました。この内訳の主な

ものは、定期預金の純増減額による支出1,041百万円と有形固定資産の取得による支出429百万円によるものです。

 財務活動の結果使用した資金は450百万円（前年同四半期は385百万円の収入）となりました。この内訳の主なも

のは、配当金の支払による支出462百万円によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月15日に公表しました通期業績予想につきまして、修正は行っておりません。 

 しかし、事業会社の業績推移や新規事業展開の進捗状況、および世界情勢の変化等により、修正が必要と判断し

た場合には速やかに開示する予定です。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

（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 

(税金費用の計算） 

当社及び一部の国内連結子会社は、税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,751 15,179

受取手形及び売掛金 3,203 3,066

有価証券 811 840

商品及び製品 9,283 8,439

原材料及び貯蔵品 961 803

繰延税金資産 905 922

その他 1,076 1,249

貸倒引当金 △70 △74

流動資産合計 34,922 30,426

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,892 3,707

機械及び装置（純額） 10 9

工具、器具及び備品（純額） 1,613 1,522

土地 1,068 1,068

建設仮勘定 8 204

その他（純額） 189 150

有形固定資産合計 6,782 6,661

無形固定資産 1,166 1,369

投資その他の資産   

長期預金 － 5,000

敷金及び保証金 8,422 8,105

建設協力金 482 438

その他 1,104 1,297

貸倒引当金 △26 △17

投資その他の資産合計 9,982 14,824

固定資産合計 17,932 22,855

資産合計 52,854 53,282



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,474 1,675

短期借入金 5,256 5,318

未払金 2,229 2,186

未払法人税等 291 691

賞与引当金 504 510

店舗閉鎖損失引当金 173 189

その他 1,573 1,583

流動負債合計 11,502 12,154

固定負債   

役員退職慰労引当金 47 48

資産除去債務 354 319

その他 521 475

固定負債合計 923 843

負債合計 12,425 12,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 36,391 36,214

自己株式 △8,401 △8,401

株主資本合計 40,720 40,543

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21 1

為替換算調整勘定 △535 △476

その他の包括利益累計額合計 △513 △475

少数株主持分 220 216

純資産合計 40,428 40,284

負債純資産合計 52,854 53,282



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 31,579 29,139

売上原価 10,227 9,369

売上総利益 21,352 19,770

販売費及び一般管理費 20,607 18,803

営業利益 744 966

営業外収益   

受取利息 22 22

受取賃貸料 38 16

受取手数料 35 38

貯蔵品売却益 － 71

その他 70 43

営業外収益合計 167 192

営業外費用   

支払利息 6 13

社債利息 12 －

社債発行費償却 34 －

為替差損 97 63

その他 13 19

営業外費用合計 163 95

経常利益 748 1,063

特別利益   

固定資産売却益 1 3

災害損失引当金戻入額 41 －

特別利益合計 42 3

特別損失   

固定資産除売却損 50 44

店舗解約損失金 36 2

投資有価証券評価損 － 3

災害による損失 7 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 128 31

特別損失合計 222 81

税金等調整前四半期純利益 567 985

法人税等 319 688

少数株主損益調整前四半期純利益 248 296

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 247 296



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 248 296

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 △20

為替換算調整勘定 45 54

その他の包括利益合計 46 34

四半期包括利益 295 330

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 301 335

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △4



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 567 985

減価償却費及びその他の償却費 776 746

賞与引当金の増減額（△は減少） 367 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 1

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 118 31

受取利息及び受取配当金 △26 △25

支払利息 18 13

為替差損益（△は益） 57 42

有形固定資産除売却損益（△は益） 49 41

投資有価証券評価損益（△は益） － 3

売上債権の増減額（△は増加） △437 38

たな卸資産の増減額（△は増加） △762 1,005

その他の資産の増減額（△は増加） 605 △216

仕入債務の増減額（△は減少） 90 156

その他の負債の増減額（△は減少） 80 △18

その他 △32 38

小計 1,476 2,848

利息及び配当金の受取額 22 31

利息の支払額 △20 △13

法人税等の支払額 △527 △196

営業活動によるキャッシュ・フロー 951 2,669

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 987 △1,041

有形固定資産の取得による支出 △627 △429

投資有価証券の取得による支出 △3 △5

敷金及び保証金の差入による支出 △122 △142

敷金及び保証金の回収による収入 230 179

建設協力金の回収による収入 61 59

その他 △255 △421

投資活動によるキャッシュ・フロー 271 △1,800

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） 3,389 62

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

社債の償還による支出 △2,500 －

配当金の支払額 △462 △462

その他 △40 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー 385 △450

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,591 421

現金及び現金同等物の期首残高 10,371 10,249

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 2

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,962 10,673



該当事項はありません。 

   

   

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４月１日 至平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額５百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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 

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４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額３百万円は、セグメント間取引消去であります。 

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 

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

（６）セグメント情報等

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高 28,423  3,155  31,579  －  31,579

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 107  72  179  △179  －

計  28,531  3,228  31,759  △179  31,579

セグメント利益又は損失（△）  838  △98  739  5  744

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高 26,308  2,830  29,139  －  29,139

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 98  70  168  △168  －

計  26,407  2,901  29,308  △168  29,139

セグメント利益又は損失（△）  1,110  △147  963  3  966
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