
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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  20,846  0.1  869  △5.0  901  △3.4  530  9.2

25年２月期第１四半期  20,827 1.0  914 △15.2  932  △13.8  485 31.0

（注）包括利益 26年２月期第１四半期 677百万円（ ％） 54.6   25年２月期第１四半期 438百万円 （ ％） 32.8

  
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  21.76  －

25年２月期第１四半期  19.96  －

  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  38,253  17,203  44.2

25年２月期  36,634  16,668  44.7

（参考）自己資本 26年２月期第１四半期 16,919百万円   25年２月期 16,393百万円 

  
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  － 6.00 － 6.00  12.00

26年２月期  －       
26年２月期（予想）   6.00 － 6.00  12.00

（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．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）  43,300  2.4  1,750 0.5  1,800 0.7  1,100  △14.1 45.14

通期  84,900  2.1  3,750 1.9  3,850 3.4  2,300  1.9 94.39

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）詳細は、添付資料２ページ「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期１Ｑ 26,079,528株 25年２月期 26,079,528株

②  期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 1,711,337株 25年２月期 1,716,636株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 24,365,591株 25年２月期１Ｑ 24,324,934株

 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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

 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。なお、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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスに対する期待と円安傾向から輸出関連企業の収

益改善がみられ、金融緩和政策等により更に円安が進むとともに株価も上昇し、国内景気の回復に対する期待感が

高まっています。しかしながら、大幅な円安から輸入価格の高騰や電気料金の値上げへの対応を迫られることに加

え、国外では欧州の財政不安や新興国の経済成長の鈍化などの懸念から、依然として先行きの不透明な状態が続い

ております。 

このような環境の中、当社グループは、生鮮食品の品質、鮮度、味などを追求し、幅広くお客様のニーズを捉え

た商品力、売り場の提案力などを強化するとともに、声掛け、挨拶運動などを推進し、気持ちの良い接客に努めて

まいりました。販売促進では、曜日別サービスの強化として、アルク店舗で実施している月曜日の５％引きセール

を毎週開催に拡大いたしました。加えて、こだわり商品の提案や出来立て訴求、山口県や高知県、熊本県など他県

とタイアップし、地産地消や全国名産地の商品展開などを積極的に実施いたしました。 

店舗につきましては、３月に商業施設「プリムールあおい」とその中にアルク葵店（山口県山口市）を新設する

一方、５月末に丸久みどり橋店（広島県大竹市）を改装のため閉鎖いたしました。それにより、当第１四半期末の

店舗数は、83店舗（うち、「アルク」は38店舗）となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は208億46百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益は８億

69百万円（前年同期比5.0％減）、経常利益は９億１百万円（前年同期比3.4％減）となり、四半期純利益は５億30

百万円（前年同期比9.2％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べて16億18百万

円増加し382億53百万円となりました。   

 負債は、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて10億84百万円増加し210億49百万円と

なりました。  

 純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて５億34百万円増加し172億３百万円となりま

した。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成26年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、現時点では平成25年４月５

日に発表いたしました業績予想に変更はありません。   

   

（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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３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の方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。  

   

１．当四半期決算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



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 3,470,341 4,942,340

受取手形及び売掛金 398,328 475,599

有価証券 25,032 －

商品 2,018,058 2,172,651

貯蔵品 21,021 18,129

繰延税金資産 177,037 269,193

その他 515,543 466,997

貸倒引当金 △596 △596

流動資産合計 6,624,766 8,344,314

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,254,230 11,534,562

土地 9,571,643 9,571,643

建設仮勘定 786,844 180,466

その他（純額） 1,349,833 1,417,722

有形固定資産合計 22,962,552 22,704,395

無形固定資産   

のれん 54,222 36,984

その他 796,030 783,016

無形固定資産合計 850,253 820,001

投資その他の資産   

投資有価証券 1,817,484 2,030,594

敷金及び保証金（純額） 2,416,136 2,465,740

繰延税金資産 718,005 656,246

その他 (純額) 1,245,040 1,231,778

投資その他の資産合計 6,196,666 6,384,359

固定資産合計 30,009,472 29,908,756

資産合計 36,634,238 38,253,071



（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   

支払手形及び買掛金 4,611,133 5,462,185

短期借入金 1,250,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 3,102,486 3,022,595

未払法人税等 426,613 440,306

賞与引当金 251,786 470,414

ポイント引当金 89,049 89,785

設備関係支払手形 145,447 331,588

その他 1,595,829 1,400,246

流動負債合計 11,472,346 12,397,122

固定負債   

長期借入金 6,167,047 6,314,490

役員退職慰労引当金 37,000 16,470

資産除去債務 1,139,534 1,145,180

その他 1,149,502 1,176,419

固定負債合計 8,493,084 8,652,560

負債合計 19,965,430 21,049,683

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 292,801 294,053

利益剰余金 13,141,353 13,525,372

自己株式 △1,241,265 △1,237,455

株主資本合計 16,192,889 16,581,971

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 200,333 337,856

その他の包括利益累計額合計 200,333 337,856

少数株主持分 275,585 283,559

純資産合計 16,668,808 17,203,387

負債純資産合計 36,634,238 38,253,071



（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 20,371,330 20,384,026

売上原価 15,313,806 15,336,750

売上総利益 5,057,523 5,047,275

営業収入 456,349 462,422

営業総利益 5,513,872 5,509,698

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 289,557 300,188

従業員給料及び賞与 1,758,317 1,833,651

賞与引当金繰入額 214,199 218,628

水道光熱費 332,184 327,963

賃借料 548,490 550,385

減価償却費 347,544 350,115

その他 1,108,642 1,059,225

販売費及び一般管理費合計 4,598,936 4,640,158

営業利益 914,936 869,540

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,321 9,802

受取手数料 38,254 39,310

その他 20,607 28,758

営業外収益合計 65,183 77,871

営業外費用   

支払利息 36,343 29,250

長期前払費用償却 6,572 6,508

その他 4,477 10,472

営業外費用合計 47,393 46,231

経常利益 932,726 901,180

特別利益   

投資有価証券売却益 － 425

特別利益合計 － 425

特別損失   

固定資産売却損 400 －

固定資産除却損 24,197 2,964

投資有価証券評価損 29,727 －

賃貸借契約解約損 － 12,800

特別損失合計 54,324 15,764

税金等調整前四半期純利益 878,401 885,840

法人税、住民税及び事業税 443,450 429,645

法人税等調整額 △62,562 △84,025

法人税等合計 380,887 345,619

少数株主損益調整前四半期純利益 497,514 540,221

少数株主利益 11,979 10,024

四半期純利益 485,534 530,197



（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 497,514 540,221

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59,034 137,523

その他の包括利益合計 △59,034 137,523

四半期包括利益 438,479 677,744

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 426,499 667,720

少数株主に係る四半期包括利益 11,979 10,024



 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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