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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） 

 

(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 ％

25年2月期第2四半期 171,894 △2.2 1,856 △9.1 1,323 △14.9 357 ―
24年2月期第2四半期 175,813 △0.7 2,041 67.7 1,556 134.7 △162 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 368百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 △27百万円 （―％）

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 4.20 ―
24年2月期第2四半期 △1.91 ―

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

25年2月期第2四半期 235,819 97,302 41.2 1,141.86
24年2月期 238,858 97,190 40.7 1,140.49
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  97,273百万円 24年2月期  97,159百万円

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

24年2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年2月期 ― 3.00
25年2月期（予想） ― 3.00 6.00

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）

（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 352,000 0.1 4,500 6.5 3,300 2.0 700 1.6 8.22



(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 25年2月期2Q 85,291,365 株 24年2月期 85,291,365 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 102,250 株 24年2月期 100,542 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 85,189,883 株 24年2月期2Q 85,191,533 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24年3月1日～平成24年8月31日）の小売業を取り巻く環境

は、可処分所得の減少や消費税増税法案の成立で生活防衛意識が高まっていることに加え、商圏

内の競合店の増加によって低価格競争が激化するなど、依然厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社グループは今年度より新中期3ヵ年経営計画「ＣＡＰ－Ｉ（キャ

ップアイ）」をスタートさせました。現状のＧＭＳ（ゼネラル・マーチャンダイジング・スト

ア）依存からの脱却と新しい基盤づくりを行って確実な成長戦略への転換を図るために、「ロジ

スティックス改革」を中核に据えて、「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」などの施策にグループを挙げて取り組んでおります。今年度は「仕組みを

変える、意識を変える、費用を下げる」年と位置づけ、これまでに各施策の基本的な枠組みを固

めてまいりました。9月以降は具体的な制度設計に着手してまいります。 

中核企業のイズミヤ㈱では、「客数100・売上高100」をスローガンに地域密着政策を基本とし

た既存店の活性化を進めてお客様満足の向上を図り、競合店の出店等による商圏の縮小に対応し

てまいりました。同時に費用構造改革にも引き続き取り組んでまいりました。 

既存店活性化取組として、3月にスーパーセンター八尾店（大阪府）、6月に門真店（大阪府）

を改装し、商品構成の見直しやお客様が買い回りしやすいように売場通路の変更などを行いまし

た。4月にはスーパーセンター広陵店（奈良県）の外部棟に直営の調剤薬局を導入、5月に開院し

た3つの医院とともに「クリニックモールとれび」を構成して地域のお客様の利便性向上を図り

ました。これら以外にも食品売場を中心にデイリーカナート天下茶屋店（大阪府）や住道店（大

阪府）など10店舗で売場手直しを実施し、合計13店舗で既存店の活性化を図りました。また、お

客様のライフスタイルの変化にお応えするため、千里丘店（大阪府）や長岡店（京都府）など4

店舗の閉店時間延刻の実施や7月21日からは65店舗において夏期の開店時間繰り上げを実施し営

業時間の拡大を図りました。 

また、2年ぶりの新規出店として3月にデイリーカナート天六樋之口店（大阪府）をＳＭ業態で

出店し、小量目商品や簡便商品の充実、クッキングコミュニティでのお客様とのふれあいを通し

ての情報発信に取り組んでおります。 

商品面では、衣料品は気温に左右されない靴や服飾品が好調に推移しました。食料品は夕方強

化のため、午後の要冷配送便の品目数拡大や簡便商品の拡充、売り込み商品の単品量販を強化い

たしました。また、7月より期間限定プライス商品を更に拡充し、よりお求めやすい価格でお客

様にご提供いたしました。住居関連品は新商品・話題商品の売り込みを強化するとともに、ネッ

ト販売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」の売上高は35億円で、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118億円、売上構成比は8.8％にな

りました。 

これらにより、当第２四半期累計期間の荒利益率は0.2％改善いたしましたが、商圏内の競合店

増加、前年の震災特需やテレビなどの地上デジタル放送関連特需の反動もあり、既存店売上高は

前年比3.5％減となりました。 

経常費用の削減にも引き続き取り組み、物件費に加えて人件費・資本費の見直しを進めた結

果、前年比2.1％減になりました。 

グループ各社においては、㈱カンソー（総合ビルメンテナンス事業）が、4月に大阪市の長居公

園の駐車場管理を受託したほか、7月に門真北島駐車場（大阪府）、喜連駐輪場（大阪府）の管

理を受託するなど駐車場等の事業が好調に推移したほか、コインランドリー事業や商業施設の清

掃・環境事業のグループ外からの受託を増やしました。イズミヤカード㈱は、リボルビング払い

やＶＩＳＡ等の提携カードへの切り替えを推進したことなどによりショッピング収益が伸長した

ほか、円高を背景に海外旅行が増えたトラベル事業や保険事業が収益を伸ばしました。貸倒引当

金繰入額の減少を含めた費用削減の効果もあり営業利益も増益となりました。惣菜の製造販売会

社㈱デリカ・アイフーズは夕食宅配サービス「夕食の宅み菜」の受注を8月より開始し、9月3日

より宅配を開始いたしました。 

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1,718億94百万円

（前年同四半期比2.2％減）、営業利益は18億56百万円（前年同四半期比9.1％減）、経常利益は

13億23百万円（前年同四半期比14.9％減）、四半期純利益は3億57百万円（前年同四半期差5億20

百万円増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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30億38百万円減少し、

2,358億19百万円となりました。これは主に、有形固定資産が12億37百万円減少したことと、敷

金及び保証金の回収等が13億7百万円あったことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて31億50百万円減少し、1,385億16百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金が20億91百万円、短期借入金が11億20百万円増加した一方、社債が38

億60百万円、コマーシャル・ペーパーが30億円減少したことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて1億11百万円増加し、973億2百万円となりました。この

結果、自己資本比率は41.2％となりました。 

     

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月３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） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 6,758 7,206

受取手形及び売掛金 11,702 12,020

商品及び製品 21,642 21,661

仕掛品 2 2

原材料及び貯蔵品 186 189

その他 10,365 9,296

貸倒引当金 △635 △546

流動資産合計 50,022 49,829

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,133 52,228

土地 88,258 88,258

その他（純額） 4,799 4,466

有形固定資産合計 146,191 144,954

無形固定資産   

のれん 158 107

その他 9,664 9,492

無形固定資産合計 9,822 9,599

投資その他の資産   

敷金及び保証金 27,150 25,843

その他 5,965 5,860

貸倒引当金 △325 △325

投資その他の資産合計 32,791 31,377

固定資産合計 188,805 185,931

繰延資産 30 58

資産合計 238,858 235,819

イズミヤ㈱ (8266) 平成25年２月期　第２四半期決算短信

－ 4 －



（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 22,535 24,627

短期借入金 30,942 32,063

未払法人税等 623 485

ポイント引当金 652 710

賞与引当金 985 932

役員賞与引当金 52 －

利息返還損失引当金 206 209

商品券回収損失引当金 168 168

店舗閉鎖損失引当金 2 －

その他 22,609 20,200

流動負債合計 78,779 79,397

固定負債   

社債 11,016 7,156

長期借入金 38,159 37,993

退職給付引当金 2,348 2,566

資産除去債務 1,699 1,735

その他 9,663 9,668

固定負債合計 62,888 59,119

負債合計 141,667 138,516

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 12,793 12,895

自己株式 △53 △54

株主資本合計 97,149 97,250

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213 180

繰延ヘッジ損益 13 0

為替換算調整勘定 △216 △157

その他の包括利益累計額合計 10 22

少数株主持分 31 28

純資産合計 97,190 97,302

負債純資産合計 238,858 235,819
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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 170,867 166,851

売上原価 120,232 118,109

売上総利益 50,635 48,742

営業収入 4,945 5,042

営業総利益 55,580 53,785

販売費及び一般管理費 53,538 51,928

営業利益 2,041 1,856

営業外収益   

受取利息 4 8

受取配当金 26 26

その他 237 133

営業外収益合計 268 168

営業外費用   

支払利息 596 559

その他 158 141

営業外費用合計 754 701

経常利益 1,556 1,323

特別利益   

固定資産売却益 － 11

店舗閉鎖損失引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 11

特別損失   

投資有価証券評価損 244 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 420 104

減損損失 － 118

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 629 －

その他 173 13

特別損失合計 1,469 236

税金等調整前四半期純利益 91 1,098

法人税、住民税及び事業税 237 220

法人税等調整額 17 522

法人税等合計 255 743

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△163 355

少数株主損失（△） △1 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △162 357
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△163 355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 130 △33

繰延ヘッジ損益 4 △13

為替換算調整勘定 － 58

その他の包括利益合計 135 12

四半期包括利益 △27 368

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △26 370

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △2
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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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