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配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1．平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31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2月期第1四半期 9,910 △2.1 141 △22.3 63 △44.1 27 25.8

24年2月期第1四半期 10,118 2.5 182 175.8 113 573.0 22 ―

(注) 包括利益 25年2月期第1四半期 △10百万円(―％) 24年2月期第1四半期 4百万円(―％)

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2月期第1四半期 3.39 ―

24年2月期第1四半期 2.67 ―

（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2月期第1四半期 20,356 2,618 12.9

24年2月期 19,793 2,657 13.4

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 2,618百万円 24年2月期 2,657百万円

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2月期 ― 0.00 ― 3.00 3 .00

25年2月期 ―

25年2月期(予想) 0 .00 ― 3.00 3 .00

3．平成25年2月期の連結業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日）
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 20,600 0.0 310 0.0 165 △2.0 60 36.3 7 .27

通期 40,800 0.7 610 △6.2 330 △12.4 120 363.2 14 .54



  

 

 

 
  

 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等については、添付

資料2ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く

ださい。 

4．その他

（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
 

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2月期1Ｑ 8,749,990株 24年2月期 8,749,990株

② 期末自己株式数 25年2月期1Ｑ 507,550株 24年2月期 496,937株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Ｑ 8,248,785株 24年2月期1Ｑ 8,335,633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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした回復

の兆しがみられるものの、ヨーロッパの債務危機や新興国の成長の鈍化、国内では電力供給に対する懸

念等もあり依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当スーパーマーケット業界におきましても、新たな競合要件は減少しているものの業態を超えた競合

状態は解消せず、予断をゆるさない経済環境が続いております。 

このような状況の中、当社は季節の旬の商品や独自商品の強化や地域の顧客ニーズのある商品を拡充

するとともに、ポイントカードの新規会員募集や販売提案等の工夫等で顧客に積極的に働きかけを行っ

ております。また、引き続き、店舗オペレーションコストの低減に取り組んでおります。 

このような取り組みの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は97億66百万円（前年同期比

2.2%減）、営業利益は１億41百万円（前年同期比22.3%減）、経常利益は63百万円（前年同期比44.1%

減）、四半期純利益は27百万円（前年同期比25.8%増）となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、現金及び預金が７億12百万円増加したことなどにより、前期末に比べ７億28百万円増

加し、38億56百万円となりました。 

有形固定資産は、前期末に比べ１億１千万円減少の138億63百万円、無形固定資産は４百万円減少

の４億98百万円となりました。 

投資その他の資産は、投資有価証券が６千万円減少した一方、繰延税金資産が16百万円増加したこ

となどにより、前期末に比べ47百万円減少の21億26百万円となりました。 

繰延資産は、前期末に比べ１百万円減少し、11百万円となりました。 

(負債)  

負債は、前期末に比べ６億１百万円増加し、177億37百万円となりました。その主な内訳は、長

期、短期を合わせた借入金が３億12百万円、買掛金が２億13百万円、賞与引当金が95百万円増加した

ことなどによるものであります。 

(純資産)  

純資産は、その他有価証券評価差額金のマイナスが38百万円増加したことなどにより、前期末に比

べ38百万円減少し、26億18百万円となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しにつきましては、平成24年４月11日発表の連結業績予

想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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
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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２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 682,445 1,395,100

売掛金 67,204 71,471

商品 1,960,801 1,974,015

繰延税金資産 109,178 122,317

その他 308,706 293,524

流動資産合計 3,128,337 3,856,430

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,450,679 16,453,771

減価償却累計額 △10,494,516 △10,606,023

建物及び構築物（純額） 5,956,162 5,847,747

機械装置及び運搬具 1,708,483 1,742,928

減価償却累計額 △1,490,852 △1,504,765

機械装置及び運搬具（純額） 217,630 238,163

工具、器具及び備品 2,545,571 2,538,399

減価償却累計額 △2,226,872 △2,242,680

工具、器具及び備品（純額） 318,698 295,719

土地 7,274,579 7,274,579

リース資産 263,045 276,065

減価償却累計額 △55,898 △68,906

リース資産（純額） 207,146 207,158

有形固定資産合計 13,974,218 13,863,368

無形固定資産 503,393 498,424

投資その他の資産

投資有価証券 628,450 568,326

繰延税金資産 440,766 457,337

差入保証金 936,073 932,982

その他 169,295 168,318

投資その他の資産合計 2,174,586 2,126,965

固定資産合計 16,652,197 16,488,758

繰延資産

社債発行費 12,593 11,325

繰延資産合計 12,593 11,325

資産合計 19,793,129 20,356,514
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,502,890 2,716,402

短期借入金 3,707,000 4,249,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,566,039 2,372,006

未払法人税等 145,858 65,643

賞与引当金 76,364 171,838

ポイント引当金 29,084 29,727

その他 739,416 838,549

流動負債合計 9,866,652 10,543,165

固定負債

社債 400,000 350,000

長期借入金 5,564,766 5,529,482

退職給付引当金 837,985 846,505

役員退職慰労引当金 165,700 168,076

資産除去債務 77,390 79,888

その他 223,415 220,555

固定負債合計 7,269,257 7,194,508

負債合計 17,135,909 17,737,673

純資産の部

株主資本

資本金 1,077,998 1,077,998

資本剰余金 813,528 813,528

利益剰余金 986,392 989,480

自己株式 △179,958 △183,336

株主資本合計 2,697,961 2,697,670

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △40,509 △78,691

繰延ヘッジ損益 △232 △138

その他の包括利益累計額合計 △40,741 △78,829

純資産合計 2,657,219 2,618,840

負債純資産合計 19,793,129 20,356,514
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

売上高 9,987,308 9,766,794

売上原価 7,594,083 7,417,059

売上総利益 2,393,224 2,349,735

営業収入 130,940 143,738

営業総利益 2,524,165 2,493,474

販売費及び一般管理費

販売促進費 173,528 190,190

消耗品費 65,742 61,973

運賃 79,525 78,107

賃借料 31,075 24,361

地代家賃 222,364 221,470

修繕維持費 101,874 95,198

給料手当及び賞与 975,236 961,991

福利厚生費 123,251 123,598

賞与引当金繰入額 57,922 87,805

退職給付費用 25,426 24,878

役員退職慰労引当金繰入額 2,425 2,376

水道光熱費 199,580 200,294

減価償却費 137,269 138,894

その他 146,818 140,863

販売費及び一般管理費合計 2,342,040 2,352,004

営業利益 182,124 141,469

営業外収益

受取利息及び配当金 1,032 1,026

持分法による投資利益 6,954 －

保険配当金 4,494 288

補助金収入 5,489 －

受取手数料 953 1,794

その他 3,039 1,093

営業外収益合計 21,962 4,203

営業外費用

支払利息 82,648 76,394

持分法による投資損失 － 1,345

その他 7,793 4,444

営業外費用合計 90,442 82,185

経常利益 113,644 63,487

特別損失

固定資産除却損 819 490

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,816 －

特別損失合計 28,636 490

税金等調整前四半期純利益 85,008 62,997

法人税、住民税及び事業税 88,372 43,924

法人税等調整額 △25,578 △8,882

法人税等合計 62,793 35,041

少数株主損益調整前四半期純利益 22,215 27,956

四半期純利益 22,215 27,956
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 22,215 27,956

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,402 △38,101

繰延ヘッジ損益 169 93

持分法適用会社に対する持分相当額 △35 △80

その他の包括利益合計 △17,267 △38,088

四半期包括利益 4,947 △10,132

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,947 △10,132
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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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