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(百万円未満切捨て)

１．平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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2四半期 20,373 △1.1 322 4.1 173 2.9 77 75.7

24年2月期第2四半期 20,604 △0.3 310 35.0 168 27.1 44 △26.8

(注) 包括利益 25年2月期第2四半期 48百万円(17.7％) 24年2月期第2四半期 41百万円(―％)

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2四半期 9 .38 ―

24年2月期第2四半期 5 .29 ―

（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2四半期 20,466 2,677 13.1

24年2月期 19,793 2,657 13.4

(参考) 自己資本 25年2月期第2四半期 2,677百万円 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 ― 0 .00

25年2月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

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、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) 25年2月期2Ｑ 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2Ｑ 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2Ｑ 8,245,612株 24年2月期2Ｑ 8,313,796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２四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を背景とした回復基

調にあり、一部に景気持ち直しの動きがみられるものの、依然として欧州債務危機問題、国内の電力問

題や長期化する円高の懸念もあり、全般的に足踏み状態が続きました。 

当スーパーマーケット業界におきましても、新たな競合案件は減少しているものの、個人消費につき

ましては、消費税引き上げ法案が可決されたこともあり、消費者の生活防衛意識の一層の高まりや、デ

フレ傾向は解消せず、引き続き厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の中、当社は、引き続き季節の旬の商品や当社独自商品の展開、顧客への販売提案を

強化してまいりました。また、店舗オペレーションコストの低減についても、継続して取り組んでおり

ます。 

このような取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は200億84百万円(前年同期比

1.2%減)、営業利益は３億22百万円(前年同期比4.1%増)、経常利益は１億73百万円(前年同期比2.9%

増)、四半期純利益は77百万円(前年同期比75.7%増)となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、現金及び預金が８億23百万円増加したことなどにより、前期末に比べ８億92百万円増

加し、40億２千万円となりました。 

有形固定資産は、前期末に比べ１億96百万円減少の137億77百万円、無形固定資産は前期末とほぼ

横這いの５億３百万円となりました。 

投資その他の資産は投資有価証券が14百万円、差入保証金が１千万円減少したことなどにより、前

期末に比べ２千万円減少の21億54百万円となりました。 

繰延資産は、前期末に比べ２百万円減少し、１千万円となりました。 

(負債) 

負債は、前期末に比べ６億52百万円増加し、177億88百万円となりました。その主な内訳は、買掛

金が５億43百万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28百万円増加した一方、利益剰余金が52百万円

増加したことなどにより、前期末に比べ２千万円増加し、26億77百万円となりました。 

  

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(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24年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,445 1,506,008

売掛金 67,204 79,427

商品 1,960,801 2,005,482

繰延税金資産 109,178 98,406

その他 308,706 331,630

流動資産合計 3,128,337 4,020,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,450,679 16,461,951

減価償却累計額 △10,494,516 △10,722,459

建物及び構築物（純額） 5,956,162 5,739,491

機械装置及び運搬具 1,708,483 1,627,052

減価償却累計額 △1,490,852 △1,403,577

機械装置及び運搬具（純額） 217,630 223,474

工具、器具及び備品 2,545,571 2,580,168

減価償却累計額 △2,226,872 △2,261,019

工具、器具及び備品（純額） 318,698 319,149

土地 7,274,579 7,274,579

リース資産 263,045 303,725

減価償却累計額 △55,898 △83,101

リース資産（純額） 207,146 220,623

有形固定資産合計 13,974,218 13,777,319

無形固定資産 503,393 503,659

投資その他の資産   

投資有価証券 628,450 613,719

繰延税金資産 440,766 450,183

差入保証金 936,073 926,010

その他 169,295 164,442

投資その他の資産合計 2,174,586 2,154,356

固定資産合計 16,652,197 16,435,336

繰延資産   

社債発行費 12,593 10,102

繰延資産合計 12,593 10,102

資産合計 19,793,129 20,466,393
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,502,890 3,046,110

短期借入金 3,707,000 3,161,000

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 2,358,615

未払法人税等 145,858 103,446

賞与引当金 76,364 105,441

ポイント引当金 29,084 29,960

その他 739,416 903,873

流動負債合計 9,866,652 9,808,446

固定負債   

社債 400,000 350,000

長期借入金 5,564,766 6,295,143

退職給付引当金 837,985 855,197

役員退職慰労引当金 165,700 170,450

資産除去債務 77,390 80,299

その他 223,415 229,208

固定負債合計 7,269,257 7,980,298

負債合計 17,135,909 17,788,745

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 1,038,852

自己株式 △179,958 △183,336

株主資本合計 2,697,961 2,747,042

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 △69,327

繰延ヘッジ損益 △232 △65

その他の包括利益累計額合計 △40,741 △69,393

純資産合計 2,657,219 2,677,648

負債純資産合計 19,793,129 20,466,393
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第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) 

売上高 20,333,158 20,084,332

売上原価 15,492,681 15,282,254

売上総利益 4,840,477 4,802,078

営業収入 271,680 289,429

営業総利益 5,112,157 5,091,508

販売費及び一般管理費   

販売促進費 389,423 399,923

消耗品費 135,164 126,969

運賃 165,152 164,006

賃借料 59,618 43,086

地代家賃 443,270 439,967

修繕維持費 201,252 189,451

給料手当及び賞与 1,998,425 2,006,121

福利厚生費 245,642 241,032

賞与引当金繰入額 97,625 93,459

退職給付費用 52,377 49,758

役員退職慰労引当金繰入額 5,500 4,750

水道光熱費 438,661 440,270

減価償却費 275,000 279,214

その他 294,899 290,781

販売費及び一般管理費合計 4,802,014 4,768,792

営業利益 310,143 322,715

営業外収益   

受取利息 1,831 1,911

受取配当金 2,245 2,722

持分法による投資利益 9,404 －

受取保険金 825 2,880

補助金収入 5,489 －

受取手数料 1,707 3,539

その他 10,002 1,783

営業外収益合計 31,507 12,838

営業外費用   

支払利息 161,662 149,463

持分法による投資損失 － 1,396

その他 11,598 11,418

営業外費用合計 173,260 162,277

経常利益 168,389 173,276
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第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) 

特別損失   

固定資産除却損 4,841 4,169

会員権売却損 2,200 －

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 34,857 4,169

税金等調整前四半期純利益 133,531 169,106

法人税、住民税及び事業税 94,553 74,744

法人税等調整額 △5,026 17,034

法人税等合計 89,527 91,778

少数株主損益調整前四半期純利益 44,004 77,327

四半期純利益 44,004 77,327
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 44,004 77,327

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,974 △28,767

繰延ヘッジ損益 330 166

持分法適用会社に対する持分相当額 5 △50

その他の包括利益合計 △2,638 △28,652

四半期包括利益 41,366 48,675

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41,366 48,675
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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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