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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

26年２月期第１四半期  14,396  △1.4  276  △3.4  281  △3.6  174  1.3

25年２月期第１四半期  14,596  －  286  －  292  －  171  －

  
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 

26年２月期第１四半期  82.82  78.53

25年２月期第１四半期  81.73  77.69

（注）平成24年２月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、前第１四半期より非連結での業績を開示しており
ます。そのため、平成25年２月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

  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 

26年２月期第１四半期  22,415  4,675  20.8  2,220.77

25年２月期  22,179  4,556  20.5  2,163.90

（参考）自己資本 26年２月期第１四半期 4,665百万円   25年２月期 4,546百万円 

  
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 
25年２月期  － 0.00 － 30.00  30.00

26年２月期  －       

26年２月期（予想）   0.00 － 25.00  25.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

   平成25年２月期の期末配当金の内訳は、普通配当25円00銭及び記念配当５円00銭であります。

３．平成26年２月期の業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  29,376  1.5  508  22.2  487  18.7  289  21.7  137.56

通期  60,000  3.9  924  2.7  871  0.5  507  0.6  241.32

（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 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期１Ｑ 2,101,000株 25年２月期 2,101,000株

②  期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 104株 25年２月期 76株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 2,100,906株 25年２月期１Ｑ 2,100,924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のレビュー手続は終了していません。

 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。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については、当第１四半期決算短信の添付資料P.2「１．

当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 なお、平成24年２月期までは連結財務諸表を作成しておりましたが、連結子会社でありました匿名組合（（有）上

尾企画）が平成23年12月に清算し、他の子会社につきましては、資産、売上高等から見て当企業集団の財政状態及び

経営成績の分析に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいことから、前第１四半期より提出会社のみ財

務諸表を作成することといたしました。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）におけるわが国経済は、新政権による

経済政策と日銀による金融政策への期待感などから円安・株高が進行し、景気回復に向けた動きが見られました

が、雇用情勢や所得環境など実体経済の顕著な改善はみられず、５月中旬以降には株価が乱高下するなど、先行き

は不透明な状況で推移いたしました。 

当社の所属する小売業界におきましては、食品や日用消耗品を中心にお客様の低価格志向・節約志向が根強

く、業態を超えた価格競争の厳しさは高い水準で継続し、依然として厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような環境の中、当社では、前事業年度より引き続き、会社の基盤強化を図る取り組みを推進したほか、

お客様にとって魅力ある価格、商品の品揃え、お買い物しやすい売場づくりに注力してまいりました。これらの取

り組みにより、既存店において、客数は前年並みの水準まで回復しましたが、厳しい価格競争の影響により１点単

価及び客単価が下落し、売上高は前年同期を下回る結果となりました。 

利益面では、仕入原価の低減や高機能・こだわり商品の品揃え、物流センターのより効果的な活用（一部商品

の備蓄化）に継続して取り組み、売上総利益率は前年同期を0.1ポイント上回る20.9％を確保することができまし

た。また、経費面では、４月に新卒社員51名の入社など増加要因はありましたが、販売費及び一般管理費は前年同

期比99.2％に抑え、経費節減への取り組みの効果が表れております。 

店舗展開におきましては、新店の出店はありませんでしたが、ホームセンター事業部において、お客様が分か

りやすく、お買い物しやすい売場づくりを目指し、３店舗の売場改装を実施いたしました。 

以上の結果、売上高は143億96百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は２億76百万円（前年同期比3.4％

減）、経常利益は２億81百万円（前年同期比3.6％減）、四半期純利益は１億74百万円（前年同期比1.3％増）とな

りました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ２億36百万円増加（1.1％）し、224億15百万円

となりました。この主な要因は、新規出店予定店舗に係る保証金の差入等、売掛金及び商品の増加によるものであ

ります。 

（負債） 

 負債は、前事業年度末に比べ１億16百万円増加（0.7％）し、177億39百万円となりました。この主な要因は、借

入金の純減額、支払手形及び買掛金及び賞与引当金の増加によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べ１億19百万円増加（2.6％）し、46億75百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の１億74百万円、第17期期末配当金の63百万円によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当期（平成26年２月期）の業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成25年４月12日に発表いた

しました「平成25年２月期 決算短信」に記載の平成26年２月期の業績予想から変更はありません。  

  

（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 

（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）  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年３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、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,121,386 1,125,902

売掛金 186,032 269,932

商品 2,567,861 2,625,403

貯蔵品 6,898 6,898

その他 548,323 616,153

流動資産合計 4,430,502 4,644,290

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,237,636 5,140,778

土地 8,302,627 8,302,627

その他（純額） 975,746 969,048

有形固定資産合計 14,516,010 14,412,455

無形固定資産 40,021 36,730

投資その他の資産   

差入保証金 2,736,093 2,859,557

その他 456,526 462,346

投資その他の資産合計 3,192,619 3,321,904

固定資産合計 17,748,651 17,771,090

資産合計 22,179,154 22,415,380

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,969,208 4,545,982

短期借入金 3,772,239 3,337,466

未払法人税等 145,230 143,831

引当金 － 2,600

賞与引当金 200,320 307,220

ポイント引当金 171,070 209,990

その他 1,318,836 1,255,588

流動負債合計 9,576,905 9,802,679

固定負債   

長期借入金 6,892,998 6,826,180

資産除去債務 244,238 245,583

引当金 127,430 128,395

その他 781,035 736,586

固定負債合計 8,045,701 7,936,745

負債合計 17,622,607 17,739,425
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,638 368,638

資本剰余金 277,500 277,500

利益剰余金 3,946,968 4,057,947

自己株式 △68 △110

株主資本合計 4,593,037 4,703,975

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △46,837 △38,366

評価・換算差額等合計 △46,837 △38,366

新株予約権 10,346 10,346

純資産合計 4,556,546 4,675,955

負債純資産合計 22,179,154 22,415,380
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 14,596,135 14,396,199

売上原価 11,563,369 11,393,964

売上総利益 3,032,766 3,002,234

営業収入 65,212 62,837

営業総利益 3,097,978 3,065,072

販売費及び一般管理費 2,811,473 2,788,444

営業利益 286,505 276,627

営業外収益   

受取利息 4,471 4,204

受取配当金 15,000 10,000

受取手数料 24,443 25,399

その他 9,515 6,348

営業外収益合計 53,430 45,952

営業外費用   

支払利息 46,302 38,686

その他 1,584 2,266

営業外費用合計 47,887 40,952

経常利益 292,048 281,627

特別利益   

新株予約権戻入益 2,842 －

特別利益合計 2,842 －

特別損失   

固定資産除却損 － 58

特別損失合計 － 58

税引前四半期純利益 294,891 281,569

法人税、住民税及び事業税 166,368 167,408

法人税等調整額 △43,182 △59,846

法人税等合計 123,185 107,562

四半期純利益 171,705 174,006
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当第１四半期累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日）  

 該当事項はありません。 

   

当第１四半期累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日）  

 当社の事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日） 

 株主資本の金額に前事業年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。 

  

（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
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