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1. 2020年2月期第2四半期の業績（2019年3月1日～2019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）

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 ％

2020年2月期第2四半期 19,976 △2.1 165 73.1 170 48.7 100 50.6

2019年2月期第2四半期 20,412 △2.5 95 △38.5 114 △31.6 66 △27.9

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

2020年2月期第2四半期 79.66 ―

2019年2月期第2四半期 52.90 ―

（注）当社は、2018年９月１日付けで普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、
「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 財政状態

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

2020年2月期第2四半期 19,490 4,811 24.7 3,806.26

2019年2月期 18,964 4,800 25.3 3,798.11

（参考）自己資本 2020年2月期第2四半期 4,811百万円 2019年2月期 4,800百万円

（注）当社は、2018年９月１日付けで普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、
「１株当たり純資産」を算定しております。

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

2019年2月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00

2020年2月期 ― 0.00

2020年2月期（予想） ― 50.00 50.00

（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. 2020年 2月期の業績予想（2019年 3月 1日～2020年 2月29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 40,500 △1.5 460 11.0 440 0.3 240 120.9 189.87

（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

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 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

(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） 2020年2月期2Q 1,264,640 株 2019年2月期 1,264,640 株

② 期末自己株式数 2020年2月期2Q 610 株 2019年2月期 610 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年2月期2Q 1,264,030 株 2019年2月期2Q 1,264,045 株

（注）当社は、2018年９月１日付けで普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し
て、「期中平均株式数」を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期累計期間（2019年３月１日～2019年８月31日）におけるわが国経済は、堅調な企業業績や雇用環境

の改善を背景として、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方世界経済においては、米中貿易摩擦の深

刻化、中国経済の減速及び英国EU離脱問題等の与える影響に対してより一層の注意を必要とする状況が続いており

ます。 

 スーパーマーケット業界におきましては、景気後退への警戒感により個人消費の力強さが欠けた中、オーバース

トア・業態間競争の激化、宅配事業のシェア拡大及び企業の淘汰・再編が加速しております。また一方では、消費

者の少子高齢化の進行、ライフスタイルの変化及び嗜好の多様化などに伴う様々な顧客ニーズへの対応に加えて、

人材不足、人件費高騰及び働き方改革への対応も求められており、引き続き厳しい経営環境となっております。 

 当社はこのような消費停滞・競争激化といった状況に対処するため、お客様が求める品質・価格等の多様化する

ニーズに対応する「商品力」、「現場力」及び「マーケティング力」の強化により確固たる競争力の構築に取組ん

でまいりました。また、喫緊の課題として人件費高騰及び働き方改革実施への対処としては、労働生産性向上のた

め、各部門において「業務の棚卸」を実施し、より一層の業務改善及びコスト削減を図り、収益構造の改善に努め

てまいりました。 

 そして、「ラッキーブランド」形成のため、価値ある商品の提供によって、当社の商品や接客・サービスに対す

るイメージを全てのお客様に共有していただき、お客様との信頼感や共感を強固に築き上げて、企業価値の向上に

取組んでまいりました。 

 当第２四半期累計期間におきましては、商品政策としての「ラッキー100カテゴリー」を構成する商品ＭＤ強化

により、新規顧客の獲得、顧客満足度の向上、顧客ニーズへの対応及び企業特性の差別化を図り、店舗において

は、「料理する人を応援する」売場提案によりお客様の豊かな食生活実現に努めてまいりました。強化部門として

惣菜部門及びベーカリー部門では、中食需要に対応した品揃え強化により売上高確保に努め、衣料部門は販促方法

や仕入基準の見直しによる収益力向上に取組んでまいりました。 

 店舗業務においては、作業スケジュール表、作業指示書、時間帯別管理基準等の活用による人時売上高の改善、

店舗商品在庫の適正化により作業効率の向上及びロス対策の徹底による荒利益率の確保に努めてまいりました。 

 経費管理面におきましては、ポイント販促の効率化による販売手数料の削減、電力契約の見直し等による水道光

熱費の削減及び人件費の減少もあり、販売費及び一般管理費は前年同期比97.4％となり、前年同期に対して1億48

百万円の削減となりました。 

 しかしながら、令和改元に伴う祝賀ムードのＧＷ商戦及び比較的天候に恵まれたお盆商戦は、ほぼ計画通りであ

ったものの、相場安による青果・精肉部門の売上不振、天候不順による衣料部門の季節物セール不振に加えて、10

月予定の消費税率引上げ及び年金・老後資金問題などの将来不安による消費節約意識の高まりもあり、売上高は前

年を下回り減収増益となりました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高199億76百万円（前年同期比2.1％減）、経常利益１億70

百万円（同48.7％増）、四半期純利益１億円（同50.6％増）となりました。 

 当第２四半期累計期間における店舗の状況は、新設店舗及び閉鎖店舗は無く、改装店舗として2019年４月に「ラ

ッキー西岡店」の改装を実施しております。 

 2019年８月31日現在の店舗数は、34店舗であります。 

 なお、当社はスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して５億26百万円増加し194億90百万円とな

りました。 

 その主な要因は、商品及び製品の減少が84百万円、有形固定資産合計の減少が88百万円であったものの、現金及

び預金の増加が７億23百万円、売掛金の増加が１億１百万円であったことなどによるものであります。 

 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して５億16百万円増加し146億79百万円とな

りました。 

 その主な要因は、短期借入金が11億円減少したものの、買掛金の増加が９億９百万円、長期借入金（１年内返済

予定を含む）の増加が５億56百万円であったことなどによるものであります。 

 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して10百万円増加し48億11百万円となりま

した。 

 その要因は、四半期純利益の計上が１億円であったものの、株主配当による減少が63百万円及びその他有価証券

評価差額金の減少が27百万円であったことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期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、前事業年度末に比べ７億23

百万円増加し、12億41百万円（前事業年度末残高は５億17百万円）となりました。 

 当第２四半期累計期間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。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は15億39百万円（前年同四半期は７億83百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、役員退職慰労金制度の廃止により役員退職慰労引当金の減少額が１億８百万円、売上債権の増加額

が１億１百万円であったものの、税引前四半期純利益が１億52百万円、減価償却費が２億30百万円、仕入債務の増

加額が９億９百万円であったことなどによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は55百万円（前年同四半期は57百万円の使用）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入が12億30百万円であったものの、定期預金の預入による支出が12億30百

万円、有形固定資産の取得による支出が79百万円であったことなどによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は７億60百万円（前年同四半期は８億32百万円の使用）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入が12億円であったものの、短期借入金の純減少額が11億円、長期借入金の返

済による支出が６億43百万円、リース債務の返済による支出が１億４百万円であったことなどによるものでありま

す。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 2020年２月期の業績予想につきましては、2019年４月５日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業

績予想から変更はありません。 

 なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、適切に開示してま

いります。 
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2019年２月28日) 
当第２四半期会計期間 
(2019年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,747,766 2,471,589 

売掛金 770,888 872,409 

商品及び製品 1,703,074 1,618,697 

原材料及び貯蔵品 65,647 64,366 

前払費用 104,435 105,345 

未収入金 439,735 382,920 

その他 57,225 56,645 

貸倒引当金 △734 △267 

流動資産合計 4,888,039 5,571,707 

固定資産    

有形固定資産    

建物 10,196,552 10,258,914 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,533,286 △6,650,238 

建物（純額） 3,663,266 3,608,675 

構築物 686,445 687,324 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △548,517 △555,244 

構築物（純額） 137,928 132,080 

機械及び装置 610 610 

減価償却累計額 △450 △470 

機械及び装置（純額） 159 139 

車両運搬具 7,522 7,522 

減価償却累計額 △6,077 △6,512 

車両運搬具（純額） 1,445 1,010 

工具、器具及び備品 498,491 504,085 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △435,431 △447,057 

工具、器具及び備品（純額） 63,059 57,027 

土地 7,222,022 7,222,022 

リース資産 1,439,607 1,038,540 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,138,438 △759,685 

リース資産（純額） 301,169 278,854 

建設仮勘定 － 444 

有形固定資産合計 11,389,051 11,300,255 

無形固定資産    

ソフトウエア 89,080 82,749 

電話加入権 18,228 18,228 

無形固定資産合計 107,309 100,978 

投資その他の資産    

投資有価証券 220,579 191,154 

出資金 579 479 

長期前払費用 77,419 73,712 

繰延税金資産 455,961 464,287 

差入保証金 1,787,326 1,766,150 

保険積立金 30,127 16,438 

投資その他の資産合計 2,571,993 2,512,222 

固定資産合計 14,068,354 13,913,456 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2019年２月28日) 
当第２四半期会計期間 
(2019年８月31日) 

繰延資産    

社債発行費 7,656 5,728 

繰延資産合計 7,656 5,728 

資産合計 18,964,050 19,490,892 

負債の部    

流動負債    

買掛金 2,503,655 3,413,454 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

短期借入金 4,650,000 3,550,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,123,250 1,377,709 

リース債務 189,235 162,908 

未払金 351,835 452,379 

未払費用 292,793 335,965 

未払法人税等 73,376 91,622 

未払消費税等 110,750 128,872 

前受金 21,049 20,127 

預り金 545,495 557,204 

賞与引当金 112,950 170,541 

ポイント引当金 31,619 31,778 

流動負債合計 10,106,011 10,392,563 

固定負債    

社債 650,000 600,000 

長期借入金 1,816,799 2,119,328 

リース債務 228,213 204,912 

退職給付引当金 889,295 892,613 

役員退職慰労引当金 108,946 － 

長期預り保証金 300,441 295,986 

資産除去債務 61,547 61,971 

長期未払金 1,217 111,966 

その他 658 326 

固定負債合計 4,057,118 4,287,106 

負債合計 14,163,130 14,679,669 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2019年２月28日) 
当第２四半期会計期間 
(2019年８月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 641,808 641,808 

資本剰余金    

資本準備金 161,000 161,000 

その他資本剰余金 190,215 190,215 

資本剰余金合計 351,215 351,215 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

別途積立金 2,465,000 2,465,000 

繰越利益剰余金 1,302,680 1,340,168 

利益剰余金合計 3,767,680 3,805,168 

自己株式 △1,672 △1,672 

株主資本合計 4,759,030 4,796,519 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 41,889 14,703 

評価・換算差額等合計 41,889 14,703 

純資産合計 4,800,920 4,811,223 

負債純資産合計 18,964,050 19,490,892 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019年８月31日) 

売上高 20,412,125 19,976,236 

売上原価 15,279,618 14,913,597 

売上総利益 5,132,506 5,062,639 

営業収入    

不動産賃貸収入 138,706 137,340 

運送収入 435,504 428,107 

営業収入合計 574,210 565,448 

営業総利益 5,706,717 5,628,087 

販売費及び一般管理費    

広告宣伝費 218,822 214,593 

配送費 389,038 388,959 

販売手数料 296,793 279,815 

給料及び手当 1,015,731 1,004,900 

賞与引当金繰入額 148,024 170,541 

退職給付費用 55,712 54,057 

役員退職慰労引当金繰入額 6,470 3,243 

雑給 1,249,852 1,217,679 

水道光熱費 418,639 413,495 

減価償却費 275,744 230,386 

地代家賃 441,435 437,991 

その他 1,094,731 1,046,734 

販売費及び一般管理費合計 5,610,995 5,462,398 

営業利益 95,721 165,688 

営業外収益    

受取利息 5,726 4,391 

受取配当金 7,762 7,279 

受取事務手数料 9,651 3,699 

助成金収入 3,900 3,800 

雑収入 19,240 7,251 

営業外収益合計 46,280 26,422 

営業外費用    

支払利息 22,687 18,294 

社債発行費償却 1,927 1,927 

貸倒損失 － 412 

雑損失 2,757 1,040 

営業外費用合計 27,372 21,675 

経常利益 114,629 170,435 

特別損失    

減損損失 12,387 7,547 

固定資産除売却損 277 10,007 

特別損失合計 12,664 17,554 

税引前四半期純利益 101,965 152,881 

法人税、住民税及び事業税 32,872 58,277 

法人税等調整額 2,220 △6,085 

法人税等合計 35,093 52,191 

四半期純利益 66,871 100,689 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019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 101,965 152,881 

減価償却費 275,744 230,386 

長期前払費用償却額 5,625 5,635 

減損損失 12,387 7,547 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △467 

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,936 57,591 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,633 3,318 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,480 △108,946 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 581 159 

受取利息及び受取配当金 △13,488 △11,671 

その他の営業外損益（△は益） △29,428 △13,297 

支払利息 22,687 18,294 

固定資産除却損 277 10,007 

売上債権の増減額（△は増加） △135,336 △101,520 

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,966 85,657 

仕入債務の増減額（△は減少） 438,145 909,798 

預り金の増減額（△は減少） 39,441 11,708 

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,327 18,122 

預り保証金の増減額（△は減少） △6,551 △4,454 

その他 83,358 305,891 

小計 862,485 1,576,641 

利息及び配当金の受取額 9,496 8,144 

その他の収入 32,185 14,751 

利息の支払額 △21,094 △16,647 

その他の支出 △2,757 △1,453 

法人税等の支払額 △96,952 △41,872 

営業活動によるキャッシュ・フロー 783,364 1,539,563 

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 △1,130,000 △1,230,000 

定期預金の払戻による収入 1,130,000 1,230,000 

有形固定資産の取得による支出 △65,190 △79,658 

無形固定資産の取得による支出 △46,988 △6,872 

有形固定資産の除却による支出 － △7,200 

差入保証金の差入による支出 △29,256 △15,119 

差入保証金の回収による収入 56,349 39,708 

その他 27,666 13,788 

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,420 △55,353 
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    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019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） △1,000,000 △1,100,000 

長期借入れによる収入 1,200,000 1,200,000 

長期借入金の返済による支出 △785,158 △643,012 

社債の償還による支出 △50,000 △50,000 

リース債務の返済による支出 △134,382 △104,112 

自己株式の取得による支出 △0 － 

配当金の支払額 △63,274 △63,262 

財務活動によるキャッシュ・フロー △832,816 △760,387 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,873 723,823 

現金及び現金同等物の期首残高 450,209 517,766 

現金及び現金同等物の四半期末残高 343,336 1,241,589 
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期会計期

間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 この結果、前事業年度の貸借対照表において流動資産の「繰延税金資産」に表示していた71,996千円は、投資そ

の他の資産の「繰延税金資産」に含めて表示しております。

 

（役員退職慰労金制度の廃止）

 当社は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上し

ておりましたが、2019年５月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、在任

期間に対応する役員退職慰労金を打切り支給することが決議されております。

 これにより、第１四半期会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打切り支給額を固定負債の

「長期未払金」に計上しております。
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