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１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25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 ％

26年２月期第２四半期 114,472 △0.1 2,181 △30.4 2,429 △22.4 1,299 △14.3
25年２月期第２四半期 114,590 3.8 3,133 △34.1 3,129 △30.5 1,515 －
（注）包括利益  26年２月期第２四半期  1,369百万円（△10.3％）  25年２月期第２四半期  1,525百万円（－％） 

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２四半期 20.06 －
25年２月期第２四半期 23.39 －

(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２四半期 86,275 45,199 52.4 
25年２月期 81,107 44,283 54.6 
（参考）自己資本    26年２月期第２四半期  45,199百万円  25年２月期  44,283百万円 

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 － 7.00 － 7.00 14.00 
26年２月期 － 7.00
26年２月期(予想) － 7.00 14.00 

（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、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 231,800 1.5 4,900 △25.2 5,500 △17.6 3,000 △8.8 46.32
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 



※  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
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

：無 

新規 ― 社 、除外 ― 社 

(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２Ｑ 65,013,859株 25年２月期 65,013,859株
② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 240,712株 25年２月期 240,575株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年２月期２Ｑ 64,773,209株 25年２月期２Ｑ 64,773,355株

※  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。 

※  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予想は、現時点で入手可能な情報に基づいております。そのため、

様々な要因により実際の業績は上記予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきまし

てはＰ．３「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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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 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済財政政策などにより回復の兆し

が見られたものの、円安の影響による輸入価格上昇や所得環境の改善の遅れなど懸念材料もあり、

景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

このような状況の中、当社グループは、お客様の声に真摯に耳を傾け、誠意ある対話と交流を

通して地域の皆さまに「いいね！」と共感していただける店舗づくりを目指す「ソーシャルシフ

トの経営」に基づく取り組みを推進しております。 

営業面では、お客様の変化に対応するために商品力の強化を推進し、野菜と惣菜部門を中心に

産地開発や商品開発の強化に取り組みました。また、メロンの生産量が日本一である茨城県で品

種開発した「イバラキングメロン」の産地直送の取り組みや、夏のギフトにおける茨城県産品の

展開など、地場産品の積極的な販売にも努めました。 

さらに、毎日のお買い物にご不便を感じているお客様に対する取組みとして、「移動スーパー」

の運営を茨城県つくば市及び取手市の２市にて開始いたしました。 

社会貢献活動におきましては、前期に実施した復興支援カレンダー「明日暦」2013 によるチ

ャリティ活動に対し多くの方々から共感をいただき、３月にその浄財を陸前高田市立小中学校復

興基金に贈呈いたしました。８月には小学生を対象に「陸前高田七夕まつり体験学習」を行い地

元の方々との交流を深めました。 

環境保全活動では、森林再生事業を継続し５月に茨城県笠間市の「カスミ共感創造の森」にて

第３回植樹祭を開催いたしました。また、地球温暖化問題への対応として「再生可能エネルギー

の固定価格買取制度」を活用し、太陽光発電設備を当第２四半期連結会計期間末現在13店舗に導

入しました。 

出店につきましては、３月に匝瑳店（千葉県匝瑳市）、７月にフードスクエア千城台店（千葉

県千葉市）の２店舗を開店しました。既存店の活性化では、フードスクエア南柏駅前店、フード

スクエア水戸赤塚店の２店舗の改装を行いました。また、ミーモ店を閉鎖し、当第２四半期連結

会計期間末現在の総店舗数は建て替え中の１店舗を含め147店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は1,144億72百万円（前年同期比0.1％減）

となりました。営業利益は21億81百万円（前年同期比30.4％減）、経常利益は24億29百万円（前

年同期比22.4％減）となりました。また、四半期純利益は12億99百万円（前年同期比14.3％減）

となりました。 

 

(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51億68百万円増加（6.4％増）

し、862億75百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ44億68百万円増加（20.5％増）し、262億66百万円となり

ました。主に現金及び預金20億91百万円及び受取手形及び売掛金21億52百万円の増加によるもの

であります。固定資産は前連結会計年度末に比べ７億円増加（1.2％増）し、600億９百万円とな

りました。主に有形固定資産の増加７億86百万円によるものであります。流動負債は前連結会計

年度末に比べ47億38百万円増加（17.0％増）し、325億56百万円となりました。主に買掛金の増

加47億14百万円によるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ４億86百万円減少

（5.4％減）し、85億20百万円となりました。主に長期借入金の減少３億70百万円によるもので

あります。純資産額は前連結会計年度末に比べ９億15百万円増加（2.1％増）し、451億99百万円

となりました。主に利益剰余金の増加によるものであります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結

会計年度末に比べ20億91百万円増加し130億75百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は66億78百万円（前年同四半期に比べ８億85百万円の減少）とな

りました。これは、主に税金等調整前四半期純利益22億42百万円、仕入債務の増加額47億14百万

円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は35億98百万円（前年同四半期に比べ89百万円の減少）となりま

した。これは、主に有形固定資産の取得による支出33億96百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は９億89百万円（前年同四半期に比べ２億６百万円の減少）とな

りました。これは、主に長期借入金の返済による支出４億27百万円及び配当金の支払額４億52百

万円等によるものであります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年２月期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、第２四半期累計期間におけ

る業績等の動向を踏まえ、平成25年４月８日に公表いたしました平成25年２月期決算短信の「平

成26年２月期の連結業績予想（通期）」及び「平成26年２月期の個別業績予想（通期）」を修正

しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。 

 

 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,984 13,076

受取手形及び売掛金 1,598 3,751

たな卸資産 4,575 4,743

繰延税金資産 1,225 1,226

その他 3,424 3,540

貸倒引当金 △10 △73

流動資産合計 21,798 26,266

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,072 21,359

土地 12,686 12,686

その他（純額） 4,452 4,951

有形固定資産合計 38,211 38,997

無形固定資産 711 610

投資その他の資産

投資有価証券 6,909 7,010

敷金及び保証金 9,671 9,518

繰延税金資産 2,887 2,883

その他 1,000 1,073

貸倒引当金 △82 △83

投資その他の資産合計 20,386 20,401

固定資産合計 59,309 60,009

資産合計 81,107 86,275
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部

流動負債

買掛金 16,636 21,351

短期借入金 840 782

未払法人税等 1,631 1,069

賞与引当金 1,358 1,403

その他 7,351 7,949

流動負債合計 27,817 32,556

固定負債

長期借入金 1,540 1,170

退職給付引当金 1,941 1,865

役員退職慰労引当金 8 10

債務保証損失引当金 110 106

長期預り保証金 3,393 3,341

資産除去債務 1,701 1,752

その他 311 272

固定負債合計 9,006 8,520

負債合計 36,824 41,076

純資産の部

株主資本

資本金 14,428 14,428

資本剰余金 14,116 14,116

利益剰余金 15,644 16,490

自己株式 △138 △139

株主資本合計 44,050 44,896

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 233 303

その他の包括利益累計額合計 233 303

純資産合計 44,283 45,199

負債純資産合計 81,107 86,275
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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24年３月１日 
至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
至 平成25年８月31日) 

売上高 110,614 110,157

売上原価 81,853 82,122

売上総利益 28,760 28,035

営業収入 3,976 4,315

営業総利益 32,737 32,350

販売費及び一般管理費 29,604 30,168

営業利益 3,133 2,181

営業外収益

受取利息 23 22

受取配当金 20 19

持分法による投資利益 － 54

補助金収入 21 88

その他 76 140

営業外収益合計 142 325

営業外費用

支払利息 14 10

持分法による投資損失 94 －

固定資産除却損 18 59

その他 18 8

営業外費用合計 145 78

経常利益 3,129 2,429

特別利益

投資有価証券売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失

固定資産除売却損 70 67

減損損失 77 94

災害損失 78 －

その他 0 24

特別損失合計 227 186

税金等調整前四半期純利益 2,908 2,242

法人税、住民税及び事業税 1,247 977

法人税等調整額 145 △33

法人税等合計 1,392 943

少数株主損益調整前四半期純利益 1,515 1,299

四半期純利益 1,515 1,299
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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24年３月１日 
至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,515 1,299

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10 69

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 10 70

四半期包括利益 1,525 1,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,525 1,369

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
至 平成25年８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 2,908 2,242

減価償却費 1,753 1,801

減損損失 77 94

災害損失 78 －

固定資産除売却損益（△は益） 70 126

持分法による投資損益（△は益） 94 △54

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 63

賞与引当金の増減額（△は減少） 23 45

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 △75

転貸損失引当金の増減額（△は減少） △12 －

受取利息及び受取配当金 △44 △42

支払利息 14 10

売上債権の増減額（△は増加） △322 △2,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △168 △168

未収入金の増減額（△は増加） 249 △54

仕入債務の増減額（△は減少） 3,188 4,714

未払費用の増減額（△は減少） 485 1,176

預り保証金の増減額（△は減少） 8 △50

敷金及び保証金の賃料相殺額 286 265

その他 35 187

小計 8,709 8,129

利息及び配当金の受取額 82 81

利息の支払額 △15 △11

災害損失の支払額 △16 －

法人税等の支払額 △1,195 △1,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,564 6,678

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 △3,455 △3,396

敷金及び保証金の差入による支出 △212 △85

敷金及び保証金の回収による収入 38 22

ソフトウエアの取得による支出 △103 △123

その他 45 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,687 △3,598

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 △549 △427

リース債務の返済による支出 △128 △108

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △517 △452

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,195 △989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,681 2,091

現金及び現金同等物の期首残高 10,385 10,983

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,067 13,075
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

(5)  セグメント情報等 

前第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）及び当第２四半期連結

累計期間（自  平成25年３月１日  至  平成25年８月31日） 

当社グループは、スーパーマーケット事業を単一の報告セグメントとしており、その他事業につい

ては、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

商品別売上状況 

（単位：百万円、％） 

商品別 

前第２四半期 当第２四半期 

前年同期比
（自 平成24年３月１日 （自 平成25年３月１日 

 至 平成24年８月31日）  至 平成25年８月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 

生鮮食品 38,648 33.7 38,350 33.5 99.2

一般食品 67,844 59.2 67,582 59.0 99.6

その他 3,854 3.4 3,937 3.4 102.2

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ事業合計 110,347 96.3 109,870 95.9 99.6

その他の事業 266 0.2 286 0.3 107.5

売上高合計 110,614 96.5 110,157 96.2 99.6

営業収入 3,976 3.5 4,315 3.8 108.5

営業収益 114,590 100.0 114,472 100.0 99.9

(注) 1．商品別の構成は次のとおりであります。 

生鮮食品    鮮魚、精肉、果実、野菜等 

一般食品    加工食品、日配食品、菓子、惣菜等 

その他      雑貨、衣料等 

2．「その他の事業」は、旅行業及び損害保険代理業等であります。 

 

株式会社カスミ（8196）平成26年２月期　第２四半期決算短信

- 10 -


	サマリー情報
	財務諸表前
	連結財務諸表
	財務諸表後



