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(百万円未満切捨て)

１．平成26年2月期第１四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 ％

26年2月期第1四半期 9,892 △0.2 87 △38.1 19 △69.8 1 △93.4

25年2月期第1四半期 9,910 △2.1 141 △22.3 63 △44.1 27 25.8

(注) 包括利益 26年2月期第1四半期 △8百万円(△19.1％) 25年2月期第1四半期 △10百万円(―％)

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1四半期 0 .22 ―

25年2月期第1四半期 3 .39 ―

（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 ％

26年2月期第1四半期 20,184 2,346 11.5

25年2月期 19,714 2,379 11.9

(参考) 自己資本 26年2月期第1四半期 2,316百万円 25年2月期 2,353百万円

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

25年2月期 ― 0 .00 ― 3 .00 3 .00

26年2月期 ―

26年2月期(予想) 0 .00 ― 3 .00 3 .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、通期は対前期、四半期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) 20,400 0.1 260 △19.4 120 △30.7 50 △35.3 6 .08

通期 40,700 0.0 700 △1.4 415 △0.1 150 ― 18 .24



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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) 26年2月期１Ｑ 8,749,990株 25年2月期 8,749,990株

② 期末自己株式数 26年2月期１Ｑ 526,350株 25年2月期 526,350株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期１Ｑ 8,223,640株 25年2月期１Ｑ 8,248,785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、昨年12月の政権交代、４月の日銀の異次元緩和以

来、円安・株高が進み、輸出産業を中心に業績の改善が見られるなど国内景気は緩やかに回復基調とな

っておりますが、個人消費につきましては高額品を中心に回復傾向はみられるものの、食品等の生活必

需商品については節約志向による慎重な購買姿勢が続いております。 

当社商圏のスーパーマーケット業界におきましては、従来からの競合に加え、コンビニエンスストア

の出店加速も加わり、業態を超えた競合状態は新たな局面を迎えております。 

このような状況の下、当社店舗では当社独自商品や旬の素材を使ったお弁当・惣菜類の展開を強化す

る一方、店舗でのインストア加工とセンターからの商品供給を組み合わせ、鮮度を重視したローコスト

オペレーションに取り組んでおります。 

また、６月初旬には茜町店（香川県高松市）の食品売場を増床し改装オープンいたしました。 

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収益や利益においては、改装のため

茜町店を２ヶ月休業した事が影響し、売上高は95億79百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は87百

万円（前年同期比38.1％減）、経常利益は19百万円（前年同期比69.8％減）、四半期純利益は１百万円

（前年同期比93.4％減）となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、商品が84百万円減少した一方で、現金及び預金が６億２千万円増加したことなどによ

り、前期末に比べ５億２百万円増加し、38億４百万円となりました。 

有形固定資産は、前期末に比べ29百万円減少の138億２百万円、無形固定資産は、前期末に比べ４

百万円増加し、５億92百万円となりました。 

投資その他の資産は、繰延税金資産が14百万円増加した一方で、投資有価証券が２千万円減少した

ことなどにより、前期末に比べ１千万円減少の19億73百万円となりました。 

繰延資産は、前期末に比べ２百万円増加し、12百万円となりました。 

(負債) 

負債は、前期末に比べ、５億３百万円増加し、178億37百万円となりました。その主な内訳は、長

期、短期を合わせた借入金が１億69百万円、買掛金が１億63百万円、賞与引当金が84百万円増加した

ことなどによるものであります。 

(純資産) 

純資産は、利益剰余金が23百万円減少、その他有価証券評価差額金のマイナスが13百万円増加した

ことなどにより、前期末に比べ33百万円減少し、23億46百万円となりました。 

  

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25年４月10日発表の業績予想に

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(注記事項)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25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 831,961 1,452,180

売掛金 92,501 102,098

商品 2,041,726 1,957,529

繰延税金資産 84,799 105,279

その他 250,810 187,411

流動資産合計 3,301,798 3,804,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,916,752 16,931,125

減価償却累計額 △11,262,431 △11,364,864

建物及び構築物（純額） 5,654,320 5,566,260

機械装置及び運搬具 1,958,495 1,916,828

減価償却累計額 △1,699,717 △1,652,616

機械装置及び運搬具（純額） 258,777 264,212

工具、器具及び備品 2,667,160 2,654,156

減価償却累計額 △2,422,440 △2,418,531

工具、器具及び備品（純額） 244,720 235,625

土地 7,387,860 7,387,860

リース資産 357,162 440,478

減価償却累計額 △112,851 △133,496

リース資産（純額） 244,311 306,981

建設仮勘定 41,190 41,190

有形固定資産合計 13,831,180 13,802,130

無形固定資産 587,688 592,234

投資その他の資産

投資有価証券 495,267 474,332

繰延税金資産 451,563 466,097

差入保証金 872,081 870,260

その他 185,479 184,075

貸倒引当金 △21,250 △21,715

投資その他の資産合計 1,983,141 1,973,051

固定資産合計 16,402,011 16,367,416

繰延資産

社債発行費 10,438 12,441

繰延資産合計 10,438 12,441

資産合計 19,714,248 20,184,355
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,498,806 2,661,958

短期借入金 3,610,000 3,650,000

1年内償還予定の社債 120,000 132,000

1年内返済予定の長期借入金 2,582,522 2,347,532

未払法人税等 129,391 46,462

賞与引当金 99,325 183,764

ポイント引当金 30,279 30,827

その他 771,367 866,392

流動負債合計 9,841,691 9,918,936

固定負債

社債 380,000 368,000

長期借入金 5,719,505 6,084,379

退職給付引当金 880,219 906,086

役員退職慰労引当金 185,430 183,322

資産除去債務 81,115 81,532

その他 246,300 295,201

固定負債合計 7,492,570 7,918,522

負債合計 17,334,261 17,837,459

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 693,217 670,196

自己株式 △193,482 △193,482

株主資本合計 2,391,262 2,368,240

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △37,683 △51,564

その他の包括利益累計額合計 △37,683 △51,564

少数株主持分 26,407 30,221

純資産合計 2,379,986 2,346,896

負債純資産合計 19,714,248 20,184,355
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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24年３月１日
至 平成24年５月31日)

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

売上高 9,766,794 9,579,380

売上原価 7,417,059 7,355,833

売上総利益 2,349,735 2,223,547

営業収入 143,738 313,406

営業総利益 2,493,474 2,536,953

販売費及び一般管理費

販売促進費 190,190 190,496

消耗品費 61,973 67,161

運賃 78,107 154,666

賃借料 24,361 15,686

地代家賃 221,470 201,532

修繕維持費 95,198 94,859

給料手当及び賞与 961,991 1,022,999

福利厚生費 123,598 130,754

賞与引当金繰入額 87,805 76,333

退職給付費用 24,878 28,712

役員退職慰労引当金繰入額 2,376 2,567

水道光熱費 200,294 196,885

減価償却費 138,894 141,254

その他 140,863 125,525

販売費及び一般管理費合計 2,352,004 2,449,436

営業利益 141,469 87,517

営業外収益

受取利息及び配当金 1,026 1,062

保険配当金 288 3,819

受取手数料 1,794 1,693

その他 1,093 1,962

営業外収益合計 4,203 8,538

営業外費用

支払利息 76,394 73,194

持分法による投資損失 1,345 －

その他 4,444 3,702

営業外費用合計 82,185 76,896

経常利益 63,487 19,159

特別損失

固定資産除却損 490 1,079

特別損失合計 490 1,079

税金等調整前四半期純利益 62,997 18,079

法人税、住民税及び事業税 43,924 39,494

法人税等調整額 △8,882 △27,102

法人税等合計 35,041 12,392

少数株主損益調整前四半期純利益 27,956 5,686

少数株主利益 － 3,840

四半期純利益 27,956 1,846
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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24年３月１日
至 平成24年５月31日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 27,956 5,686

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △38,101 △13,881

繰延ヘッジ損益 93 －

持分法適用会社に対する持分相当額 △80 －

その他の包括利益合計 △38,088 △13,881

四半期包括利益 △10,132 △8,194

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,132 △12,008

少数株主に係る四半期包括利益 － 3,813
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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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