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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8月31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）

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 ％

26年2月期第2四半期 170,503 △0.8 1,573 △15.3 1,122 △15.2 129 △63.7
25年2月期第2四半期 171,894 △2.2 1,856 △9.1 1,323 △14.9 357 ―

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 783百万円 （112.9％） 25年2月期第2四半期 368百万円 （―％）

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

26年2月期第2四半期 1.53 ―
25年2月期第2四半期 4.20 ―

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2四半期 236,766 98,167 41.5 1,152.07
25年2月期 233,604 97,639 41.8 1,145.87
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  98,139百万円 25年2月期  97,612百万円

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

25年2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年2月期 ― 3.00
26年2月期（予想） ― 3.00 6.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 350,000 1.7 3,700 7.5 2,700 8.7 600 6.1 7.04



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.３ 「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。 

(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
報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※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
業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

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   ：  有
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2Q 85,291,365 株 25年2月期 85,291,365 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 105,866 株 25年2月期 104,468 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 85,186,212 株 25年2月期2Q 85,189,883 株
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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（平成25年3月1日～平成25年8月31日）の小売業を取り巻く環境は、新

たな経済・金融政策への期待感が高まり景況感が徐々に改善したものの、日常のお買物に対する節

約志向や商圏内の出店増による価格競争の激化など、先行き不透明な状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社グループは中期3ヵ年経営計画「ＣＡＰ－Ｉ（キャップ・ア

イ）」2年目の今年度を「新しい制度・仕組みを立案から実行へと移行させる年」と位置づけて、

「ロジスティックス改革」「組織・人事制度改革」「グループ体制再構築」「ＭＤ改革」「費用構

造改革」などの各施策にグループを挙げて取り組んでおります。 

「ロジスティックス改革」においては、7月に㈱デリカ・アイフーズの惣菜新工場を稼働させ、

従来、多層階であった工場をワンフロアに集約して生産効率の向上を図っております。「組織・人

事制度改革」では、役割基軸、成果重視の新人事制度を５月に導入いたしました。「グループ体制

再構築」ではグループ会社の統合を進めたことに加え、グループ各社の経営体制のスリム化を図り

ました。 

中核企業のイズミヤ㈱では、地域密着政策を基本とした既存店の活性化をすすめ、お客様満足の

向上と各店舗の商圏内特性に合わせた店作りに取り組んでおります。同時に店舗の運営効率化にも

取り組んでおります。 

新規出店では、3月にデイリーカナート尼崎店（兵庫県）を初の駅テナント店舗として出店いた

しました。駅テナントという立地特性に合わせた品揃えと、駅利用のお客様の夕食需要に対応した

品揃えを充実いたしました。今年2月に出店したデイリーカナート昭和町店（大阪府）、デイリー

カナート池田旭丘店(大阪府)においても地域特性に合わせた品揃えで着実に売上高・客数を伸ばし

ております。 

既存店舗においては、西宮ガーデンズ店（兵庫県）、平野店(大阪府)などの店舗を改装し、地域

のお客様に合った商品構成の見直しや、売場什器の入れ替えなどを行いました。また、前年3店舗

で実験的に実施した運営効率改善を新たに8店舗で取り組み、後方業務を中心に運営体制の見直し

を図りました。 

ネットスーパー「楽楽マーケット」においては、6月に枚方店（大阪府）、8月に松原店（大阪

府）で新たに開業いたしました。また、旧ビジネスモデルでネットスーパーを展開していた平野店

（大阪府）、古市店(大阪府)のサービスを、近隣のネットスーパー展開店舗に機能移管しました。

これらにより、ネットスーパーの展開店舗数は合計13店舗になりました。お客様のライフスタイル

の変化や、猛暑などの天候要因などを背景にネットスーパーのご注文件数は年々伸長しておりま

す。お客様の暮らしに欠かせないお買物の手段のひとつとして、今後もエリアの拡大、サービスの

向上を図ってまいります。 

商品面においては、食料品は時短・簡便商品を拡大するとともに、個食、規格量目への対応を強

化いたしました。また、午後の要冷配送便で当日製造商品の品目数を拡大し夕方の販売を強化いた

しました。衣料品はシニア向けの付加価値商材の売り込み、アパレルと靴・服飾との関連販売、Ｕ

Ｖ関連商材などで住居関連品商材との関連販売を強化しました。住居関連品では市場伸長商品や新

商品・新機能商品の売り込みを強化するとともに、拡大するネット販売市場への取り組みを強化い

たしました。 

原価削減と低価格販売を実現する為にイズミヤ㈱、ユニー㈱、㈱フジの３社で共同開発したプラ

イベート・ブランド「ＳｔｙｌｅＯＮＥ」では新たな商品も導入し、売上高は40億円になりまし

た。また、価値訴求型の「Ｐｒｉｍｅ ＯＮＥ」の品目数も拡大しました。従来からのプライベー

ト・ブランド「ｇｏｏｄ-ｉ」などを含めた開発商品合計の売上高は130億円、売上構成比は10.3％

になりました。 

しかしながら、既存店売上高、客数は商圏内での出店増による競合激化などにより前年を下回り

ました。一方、費用面では電気料金の値上げに伴い光熱費が前年を上回ったものの、店舗管理費を

中心に費用の削減を進めたことや会計方針の変更もあり、イズミヤ㈱の営業利益は前年を上回りま

した。 

グループ各社においては、3月に生活者サービス事業の拡大に向けた体制強化を図るために㈱カ

ンソー（総合ビルメンテナンス事業）と㈱メルシーサービス（遊戯施設の営業販売）を統合いたし

ました。6月には新たなマーチャンダイジングの構築を図るために㈱ビーユー（婦人服・服飾・玩

１．当四半期決算に関する定性的情報
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具の販売会社）と㈱アクトスポーツ（スポーツ用品販売会社）を統合いたしました。また、グル

ープ各社で費用構造改革に引き続き取り組むとともに、経営体制のスリム化を図りました。  

㈱カンソーは、新たにコインランドリーを2ヶ所、貸し駐車場を3ヶ所、リフォームショップを1

ヶ所オープンし、生活者サービス分野での事業を拡大いたしました。 

㈱デリカ・アイフーズ（惣菜の製造販売会社）では新工場の稼働に伴い、当日製造商品を拡充し

て夕方の販売を強化いたしました。また、夕食宅配サービス「夕食の宅み菜」の営業所を門真市と

豊中市の2ヶ所に新たに開設しエリアの拡大を図りました。 

中国事業の蘇州泉屋百貨有限公司では現在、初期の店舗コンセプトを見直しテナントの入れ替え

と店舗回遊性向上のための改装を進めております。そのような状況の中で、安全・安心な品揃えが

中国蘇州市のお客様に支持され、直営の食品売場を中心に着実に売上高、客数を伸ばしました。 

 これらの結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益は1,705億3百万円

（前年同四半期比0.8％減）、営業利益は15億73百万円（前年同四半期比15.3％減）、経常利益は

11億22百万円（前年同四半期比15.2％減）、四半期純利益は1億29百万円（前年同四半期比63.7％

減）となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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て31億62百万円増加し、

2,367億66百万円となりました。これは主に、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日

であったこと等により、現金及び預金が16億22百万円、受取手形及び売掛金が12億42百万円それぞ

れ増加したこと等によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて26億35百万円増加し、1,385億99百万円となりました。これ

は、コマーシャル・ペーパーの返済により25億円減少しましたが、当第２四半期連結会計期間末日

が金融機関の休業日であったこと等により、支払手形及び買掛金が51億23百万円増加したこと等に

よるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて5億27百万円増加し、981億67百万円となりました。この結

果、自己資本比率は41.5％となりました。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年４月２日に公表した業績予想からの変更はございません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

   

（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） 

 当社及び一部の子会社は、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を

採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しております。 

この変更は、中期3ヵ年計画「CAP－I」における新規出店計画を契機に有形固定資産の使用状況

及び収益の発生状況等を検討したところ、従前の設備投資では、総合小売業の出店及び改装が中心

であり、改装直後の収益拡大効果が見込まれましたが、今後は食品中心の店舗の出店及び長期的な

視点で実施する改装へと変化しており、投資効果が安定的に実現すると見込まれることから、耐用

年数にわたり均等に費用配分を行う事がより適切であると判断し、減価償却の方法について定額法

を採用するとしたものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ375百万円増加しております。 

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25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,523 9,145

受取手形及び売掛金 11,328 12,570

商品及び製品 21,461 20,893

仕掛品 2 2

原材料及び貯蔵品 176 173

その他 9,349 9,702

貸倒引当金 △475 △422

流動資産合計 49,366 52,066

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 50,983 50,183

土地 88,258 88,270

その他（純額） 4,446 5,963

有形固定資産合計 143,688 144,416

無形固定資産   

のれん 57 6

その他 9,325 9,195

無形固定資産合計 9,382 9,202

投資その他の資産   

敷金及び保証金 25,491 24,924

その他 5,868 6,359

貸倒引当金 △323 △320

投資その他の資産合計 31,036 30,962

固定資産合計 184,108 184,580

繰延資産 129 119

資産合計 233,604 236,766
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,270 27,394

短期借入金 20,871 10,459

未払法人税等 737 666

ポイント引当金 663 684

賞与引当金 888 979

役員賞与引当金 31 －

利息返還損失引当金 140 140

商品券回収損失引当金 178 178

店舗閉鎖損失引当金 457 657

その他 23,925 20,220

流動負債合計 70,165 61,381

固定負債   

社債 10,075 8,850

長期借入金 41,885 54,708

退職給付引当金 2,698 2,803

資産除去債務 1,626 1,646

その他 9,513 9,209

固定負債合計 65,798 77,218

負債合計 135,964 138,599

純資産の部   

株主資本   

資本金 39,066 39,066

資本剰余金 45,343 45,343

利益剰余金 12,847 12,721

自己株式 △55 △55

株主資本合計 97,201 97,075

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334 553

繰延ヘッジ損益 － △16

為替換算調整勘定 76 527

その他の包括利益累計額合計 410 1,063

少数株主持分 27 27

純資産合計 97,639 98,167

負債純資産合計 233,604 236,766
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 166,851 165,354

売上原価 118,109 116,911

売上総利益 48,742 48,443

営業収入 5,042 5,149

営業総利益 53,785 53,592

販売費及び一般管理費 51,928 52,019

営業利益 1,856 1,573

営業外収益   

受取利息 8 10

受取配当金 26 25

その他 133 142

営業外収益合計 168 177

営業外費用   

支払利息 559 500

その他 141 127

営業外費用合計 701 627

経常利益 1,323 1,122

特別利益   

固定資産売却益 11 2

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 11 3

特別損失   

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 104 245

減損損失 118 205

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 200

その他 13 74

特別損失合計 236 726

税金等調整前四半期純利益 1,098 400

法人税、住民税及び事業税 220 561

法人税等調整額 522 △292

法人税等合計 743 269

少数株主損益調整前四半期純利益 355 130

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 0

四半期純利益 357 129
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 355 130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 219

繰延ヘッジ損益 △13 △16

為替換算調整勘定 58 450

その他の包括利益合計 12 652

四半期包括利益 368 783

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 370 782

少数株主に係る四半期包括利益 △2 0
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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）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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