
  

１．平成25年11月期第２四半期の連結業績（平成24年12月１日～平成25年５月31日） 

  

（注）当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 
  

（２）連結財政状態 

（注）当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して１株当たり純資産金額を算定しております。 
  

２．配当の状況 

  

当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。平成25年11月期（予想）の期末配当金

については、当該株式分割を考慮した金額を記載しております。 
  

３．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月１日～平成25年11月30日） 

  

当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。１株当たり当期純利益金額については、当該株

式分割を考慮した金額を記載しております。 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 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11月期第２四半期  31,467  △2.2  944  △36.1  1,077  △30.5  476  △27.1

24年11月期第２四半期  32,172  0.3  1,478  28.3  1,549  31.3  654  123.3

（注）包括利益 25年11月期第２四半期 457百万円（ ％） △30.1   24年11月期第２四半期 654百万円 （ ％） 123.2

  
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11月期第２四半期  29.84  29.42

24年11月期第２四半期  40.03  39.93

  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11月期第２四半期  22,145  9,985  44.9  621.11

24年11月期  23,644  9,627  40.5  599.49

（参考）自己資本 25年11月期第２四半期 9,935百万円   24年11月期 9,574百万円 

  
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 

24年11月期  － 750.00 － 750.00  1,500.00

25年11月期  － 750.00     

25年11月期（予想）     － 7.50  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有 ・無

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 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  64,046  2.2  2,363  8.3  2,498  7.1  1,034  14.3  64.79

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 ・無



  

※  注記事項 

新規     －社  （社名）                        除外  －社  （社名） 

  

 （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 （２）四半期連結財務諸表の作成に 
    特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
  

（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） 

（注）当社は、平成25年６月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。株式数は、当該株式分割が前連結

会計年度の期首に行われたと仮定し算定しております。 
  

※  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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。   

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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。   

（株式分割について） 

当社は、平成25年１月22日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年６

月１日を効力発生日として普通株式１株を100株へ分割し、単元株式数を100株といたしました。 

（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）： 有 ・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： 有 ・無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有 ・無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 有 ・無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有 ・無

④  修正再表示                                  ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年11月期２Ｑ 16,770,200株 24年11月期 16,770,200株

②  期末自己株式数 25年11月期２Ｑ 774,400株 24年11月期 799,300株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期２Ｑ 15,975,933株 24年11月期２Ｑ 16,345,217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におけるわが国経済は、緩やかに持ち直しを見せ、経済政策、金融政策の効果などを背

景としたマインドの改善に支えられ、次第に回復の期待が高まっております。 

小売業界におきましては、これらの変化はみられるものの、定着した消費者の節約志向を大きく変化させるまでに

は至らず、業種業態を超えた競争の激化も相俟って、依然として厳しい事業環境が続いております。 

このような環境の中、当社グループは、当期を『第二の創業期』と位置づけ、企業理念を再定義し、ブランドロ

ゴ、ブランドスローガンを新たに定め、これを発信することにより、当社の『変化』の浸透を図るための施策を開

始・継続いたしました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間は、既存店及び全店の売上高が前年比を下回る結果となりました。 

新規出店については、新ブランド仕様の10店舗を含む31店舗を出店、純増で11店舗となりました。 

新ブランド・既存店活性化のため、直営店のリニューアルについては、大規模リニューアルを13店舗、内新ブラン

ド仕様９店舗、小規模リニューアルを27店舗、合計40店舗行いました。 

これに加え、商品戦略において新ブランドを軸としたクオリティの高い商品の販売を計画しました。開始時期は第

３四半期と遅れましたが、これにより今後、店舗・商品が一体となった新ブランド展開が可能となりました。   

当第２四半期連結累計期間においては、新ブランドの初期投資や上記リニューアルの必要性から、販売管理費等が

増加しており、新ブランド導入の効果が明確に業績へと反映するまでには一定の時間を要する状況です。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高314億67百万円（前年同期比97.8％）となり、営業利益

９億44百万円（前年同期比63.9％）、経常利益10億77百万円（前年同期比69.5％）、四半期純利益４億76百万円（前

年同期比72.9％）となりました。 

売上高の構成は、直営店売上高275億44百万円（構成比率87.5％、前年同期比97.4％）、ＦＣ店売上高36億50百万

円（構成比率11.6％、前年同期比98.7％）、その他売上高２億72百万円（構成比率0.9％、前年同期比133.9％）であ

ります。なお、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は838店舗となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は221億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億99百万円減少いたし

ました。その主な要因といたしましては、「現金及び預金」が14億39百万円の減少、「商品」が１億34百万円の減少

したことが挙げられます。 

負債合計は121億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億57百万円減少いたしました。その主な要因といた

しましては、「支払手形及び買掛金」が14億７百万円の減少、「1年内返済予定の長期借入金」が３億32百万円の減

少したことが挙げられます。 

なお、「現金及び預金」と「支払手形及び買掛金」が減少した原因は、仕入先に対する支払を一括支払信託の設定

により行っておりますが、その信託受益権を購入、運用したためであります。 

純資産合計は99億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億58百万円増加し、自己資本比率は44.9％となりま

した。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により57百万円減

少、投資活動により７億２百万円減少、財務活動により６億63百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末残高は 

40億46百万円と前連結会計年度末比14億39百万円減少となりました。 

   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により減少した資金は57百万円（前年同期は13億37百万円の増加）となりました。 

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益９億34百万円に対して、加算項目は、減価償却費３億86百万円、固定資産

除却損１億１百万円、たな卸資産の減少１億34百万円、減算項目は、仕入債務の減少14億６百万円、法人税等支払額

４億９百万円でありました。  

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により減少した資金は７億２百万円（前年同期は５億95百万円の減少）となりました。 

主な内訳は、新規出店及び既存店改装による有形固定資産の取得による支出６億８百万円等であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は６億63百万円（前年同期は10億86百万円の減少）となりました。 

主な内訳は、長期借入金の返済による支出５億64百万円、配当金の支払額１億19百万円等であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年11月期の業績予想につきましては、第２四半期における業績が概ね計画通り推移しているため、現時点で

は平成25年１月15日に発表いたしました予想から変更はありません。   

   

   

（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 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,490,361 4,051,279

受取手形及び売掛金 403,075 434,696

商品 5,450,933 5,316,926

未収入金 1,586,529 1,506,861

その他 559,999 569,322

貸倒引当金 △15,051 △14,878

流動資産合計 13,475,847 11,864,208

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,358,254 3,466,386

その他（純額） 1,281,232 1,285,476

有形固定資産合計 4,639,486 4,751,863

無形固定資産 98,841 116,589

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,407,131 4,399,984

その他 1,077,516 1,068,233

貸倒引当金 △28,644 △29,860

投資損失引当金 △26,000 △26,000

投資その他の資産合計 5,430,003 5,412,357

固定資産合計 10,168,331 10,280,809

資産合計 23,644,179 22,145,018

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,005,482 6,598,362

1年内返済予定の長期借入金 797,416 465,216

未払法人税等 454,347 505,949

資産除去債務 4,359 11,253

その他 1,442,814 1,469,990

流動負債合計 10,704,419 9,050,771

固定負債   

長期借入金 779,712 547,104

退職給付引当金 808,097 859,643

資産除去債務 870,517 868,598

負ののれん 552,248 533,205

その他 301,800 300,300

固定負債合計 3,312,375 3,108,851

負債合計 14,016,795 12,159,623



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,028,304 3,028,304

資本剰余金 3,065,674 3,065,674

利益剰余金 4,295,897 4,651,828

自己株式 △783,517 △759,109

株主資本合計 9,606,358 9,986,697

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,524 △3,432

為替換算調整勘定 △27,396 △48,081

その他の包括利益累計額合計 △31,921 △51,513

新株予約権 52,946 50,211

純資産合計 9,627,384 9,985,394

負債純資産合計 23,644,179 22,145,018



（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12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 32,172,739 31,467,520

売上原価 20,303,423 19,846,065

売上総利益 11,869,316 11,621,454

販売費及び一般管理費 10,390,922 10,676,702

営業利益 1,478,393 944,752

営業外収益   

受取事務手数料 41,712 42,442

為替差益 － 38,144

デリバティブ評価益 13,825 16,120

負ののれん償却額 19,043 19,043

その他 17,115 24,255

営業外収益合計 91,695 140,005

営業外費用   

支払利息 8,502 4,521

為替差損 8,684 －

雑損失 2,106 1,982

その他 815 485

営業外費用合計 20,108 6,989

経常利益 1,549,980 1,077,768

特別利益   

受取補償金 12,792 9,634

特別利益合計 12,792 9,634

特別損失   

固定資産除却損 68,933 101,214

減損損失 74,584 51,502

特別損失合計 143,517 152,716

税金等調整前四半期純利益 1,419,255 934,686

法人税等 764,912 457,935

少数株主損益調整前四半期純利益 654,343 476,751

四半期純利益 654,343 476,751



（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12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12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 654,343 476,751

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 1,092

繰延ヘッジ損益 1,093 －

為替換算調整勘定 △1,023 △20,684

その他の包括利益合計 22 △19,592

四半期包括利益 654,365 457,158

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 654,365 457,158

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,419,255 934,686

減価償却費 391,853 386,988

減損損失 74,584 51,502

負ののれん償却額 △19,043 △19,043

長期前払費用償却額 17,963 18,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,074 1,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,795 51,545

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △192,000 －

株式報酬費用 43,022 －

受取利息及び受取配当金 △1,184 △5,325

支払利息 8,502 4,521

デリバティブ評価損益（△は益） △13,825 △16,120

為替差損益（△は益） 10,070 △4,748

固定資産除却損 51,182 101,179

売上債権の増減額（△は増加） 15,808 △31,621

たな卸資産の増減額（△は増加） 312,829 134,006

仕入債務の増減額（△は減少） 71,145 △1,406,224

未収入金の増減額（△は増加） 32,502 79,660

未払金の増減額（△は減少） 129,553 203,541

その他の資産の増減額（△は増加） △2,434 △358

その他の負債の増減額（△は減少） △136,866 △131,018

小計 2,282,638 352,476

利息及び配当金の受取額 358 3,923

利息の支払額 △5,418 △4,521

法人税等の支払額 △940,151 △409,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337,426 △57,140

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △484,956 △608,590

無形固定資産の取得による支出 △6,827 △16,848

資産除去債務の履行による支出 △57,326 △56,194

貸付金の回収による収入 415 －

長期前払費用の取得による支出 △22,028 △26,895

敷金及び保証金の差入による支出 △183,525 △105,133

敷金及び保証金の回収による収入 158,659 112,730

その他 － △1,707

投資活動によるキャッシュ・フロー △595,589 △702,638



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △454,800 △564,808

自己株式の処分による収入 － 21,165

自己株式の取得による支出 △506,500 －

配当金の支払額 △125,133 △119,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086,433 △663,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,836 △15,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353,432 △1,439,082

現金及び現金同等物の期首残高 4,803,607 5,485,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,450,175 4,046,207



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

前第２四半期連結累計期間 (自 平成23年12月１日 至 平成24年５月31日) 及び当第２四半期連結累計期間（自   

平成24年12月１日 至 平成25年５月31日) 

  当社グループは、日用雑貨及び加工食品の小売店舗チェーン展開を主たる目的とした単一事業であるため、セグ

メント情報の記載を省略しております。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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