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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31日） 

  平成25年2月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年2月期第１四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増
減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  平成25年2月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年2月期の数値については記載しておりません。 
 

(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1四半期 127,679 ― 2,234 ― 2,251 ― 1,333 ―

24年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 1,107百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 ―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1四半期 25.79 ―

24年2月期第1四半期 ― ―

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1四半期 171,451 52,182 30.4 987.35
24年2月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  52,182百万円 24年2月期  ―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 ― 10.00 ― 12.00 22.00

25年2月期 ―

25年2月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
  平成25年2月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

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) 260,000 ― 5,100 ― 5,000 ― 2,510 ― 48.07
通期 525,000 ― 11,100 ― 10,900 ― 4,950 ― 94.39



(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 

(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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  平成24年５月15日付で、簡易株式交換により日本フード株式会社（以下「日本フード」という。）を完全子会社としております。これにより、平成25年2月期第１四
半期決算より連結決算へ移行しました。 
  また、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。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、四
半期決算短信（添付資料）３ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 53,450,800 株 24年2月期 53,450,800 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 599,210 株 24年2月期 1,983,103 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 51,723,372 株 24年2月期1Q 51,468,113 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（６）その他 ………………………………………………………………………………………………………………  9

-1-

㈱ライフコーポレーション （8194）  平成25年2月期  第1四半期決算短信



当第１四半期連結累計期間において、当社の今後の成長戦略の核となる惣菜部門の強化を図るため、簡易株式交

換により日本フード株式会社（以下「日本フード」という。）を完全子会社としております。これにより、日本フ

ードを連結の範囲に含めておりますが、日本フード株式のみなし取得日を当第１四半期連結会計期間の末日として

いるため、当第１四半期連結累計期間については、日本フードの四半期貸借対照表のみを連結し、日本フードの製

造及び販売の実績は四半期連結損益計算書には含めておりません。 

また、当第１四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四

半期増減率等の比較分析は行っておりません。 

なお、連結業績予想については、３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（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の経済は、復興需要等を背景として緩やかな持ち直しに向かう動き

が明確になりつつありますが、一方、欧州の金融不安の深刻化や引き続く円高基調など経済の不安要因に加え、

今夏の電力供給問題などによる景気の下振れが懸念され、先行き不透明な状況となっております。 

また、流通業界におきましても、厳しい雇用環境・所得情勢下、消費者の生活防衛意識は強い上、限られたパ

イを確保するための企業間競争は更に厳しさを増しております。 

こうした厳しい経営環境下、当社は当連結会計年度よりスタートした第四次中期３ヵ年計画において、『お客

様からも社会からも従業員からも「ライフっていいねぇ!」と言われる会社の実現』に向けて、10年後を見据え

『働き方の改革』と「出店」、「商品」、「顧客満足」、「次世代対応」及び「コスト適正化」の『５つの戦

略』における各種の施策を遂行してまいります。 

当第１四半期連結累計期間に新規店舗として、３月に西田辺店（大阪府）、大倉山店（神奈川県）及び落合南

長崎駅前店（東京都）、５月に塩草店（大阪府）の４店舗を出店いたしました。 

既存店舗につきましては、４月になんば店別館「LIFE pulari（プラリ）」（大阪府）を増床開店するととも

に、大泉学園駅前店、大船店、川崎京町店の計３店舗を改装いたしました。 

業績につきましては、売上拡大に向けた各種施策を着実に推進したことに加え、新規店舗及び積極的な既存店

舗の改装が寄与したこともあり、営業収益は1,276億79百万円となりました。一方、利益面につきましては、天

候不順、競争激化等による既存店舗の営業総利益の減少、新規店舗・改装店舗の一時経費等の増加もあり、営業

利益は22億34百万円、経常利益は22億51百万円、四半期純利益は13億33百万円となりました。 

部門別売上高は、生鮮食品部門が488億51百万円、一般食品部門535億57百万円、生活関連用品部門115億37百 

万円、衣料品部門71億55百万円、テナント部門27億46百万円となりました。  

なお、当社グループは、小売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は、記載しておりません。 

   

  （２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、1,714億51百万円となりました。 

流動資産は、412億40百万円となりました。主な内訳としましては、商品及び製品が195億92百万円、現金及び

預金が96億15百万円、売掛金が31億43百万円であります。 

固定資産は、1,302億10百万円となりました。主な内訳としましては、減価償却後の有形固定資産が863億40百

万円、無形固定資産が27億30百万円、投資その他の資産が411億40百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、1,192億68百万円となりました。主な内訳としましては、買掛金 

が329億14百万円、短期借入金及び長期借入金の合計が511億７百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、521億82百万円となりました。主な内訳としましては、利益剰 

余金が318億53百万円であります。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当社は、冒頭に記載のとおり、今後の成長戦略の核となる惣菜部門の強化を図るため、簡易株式交換により日本

フード株式会社を完全子会社としたことに伴い、当第１四半期連結会計期間より連結決算を開始いたしました。 

これにより、平成25年２月期第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を、次のとおり見込んでおりま 

す。 

平成25年２月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値（平成24年３月１日～平成24年８月31日） 

（注）当第２四半期累計期間については、連結に伴う当社グループの業績への影響は軽微であります。  

  

平成25年２月期通期連結業績予想数値（平成24年３月１日～平成25年２月28日） 

  

  なお、個別業績予想につきましては、平成24年４月10日に発表いたしました平成25年２月期第２四半期累計期間

及び通期の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 

該当事項はありません。 

  

  （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） 

当第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。 

  

  

    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  

 今回発表予想 
      百万円        百万円       百万円       百万円         円 銭 

    260,000         5,100      5,000          2,510            48.07 

    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  

 今回発表予想 
      百万円        百万円       百万円       百万円         円 銭 

      525,000         11,100        10,900         4,950          94.39 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 9,615

売掛金 3,143

商品及び製品 19,592

原材料及び貯蔵品 117

その他 8,773

貸倒引当金 △2

流動資産合計 41,240

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 50,796

土地 23,058

その他（純額） 12,485

有形固定資産合計 86,340

無形固定資産 2,730

投資その他の資産  

差入保証金 28,507

その他 12,632

投資その他の資産合計 41,140

固定資産合計 130,210

資産合計 171,451

負債の部  

流動負債  

買掛金 32,914

短期借入金 15,369

1年内返済予定の長期借入金 10,622

未払法人税等 1,581

賞与引当金 3,623

販売促進引当金 1,847

その他 12,403

流動負債合計 78,362

固定負債  

長期借入金 25,116

退職給付引当金 4,330

役員退職慰労引当金 319

資産除去債務 2,500

その他 8,639

固定負債合計 40,905

負債合計 119,268
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 10,004

資本剰余金 11,475

利益剰余金 31,853

自己株式 △1,011

株主資本合計 52,321

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △194

土地再評価差額金 56

その他の包括利益累計額合計 △138

純資産合計 52,182

負債純資産合計 171,451
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高 123,847

売上原価 90,973

売上総利益 32,874

営業収入 3,831

営業総利益 36,705

販売費及び一般管理費 34,471

営業利益 2,234

営業外収益  

受取利息 61

受取配当金 43

その他 86

営業外収益合計 191

営業外費用  

支払利息 167

その他 7

営業外費用合計 174

経常利益 2,251

特別利益  

負ののれん発生益 178

特別利益合計 178

特別損失  

減損損失 116

その他 14

特別損失合計 130

税金等調整前四半期純利益 2,299

法人税、住民税及び事業税 1,451

法人税等調整額 △486

法人税等合計 965

少数株主損益調整前四半期純利益 1,333

四半期純利益 1,333
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（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：百万円）

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,333

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △226

その他の包括利益合計 △226

四半期包括利益 1,107

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,107
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該当事項はありません。 

   

   

当社は、平成24年４月10日開催の取締役会決議に基づき、平成24年５月15日付で、日本フード株式会社を完全子

会社とする簡易株式交換を実施しました。これにより、当第１四半期連結累計期間において、資本剰余金が528百

万円、自己株式が2,333百万円減少しております。この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が

11,475百万円、自己株式が△1,011百万円となっております。 

   

当社は、平成24年５月15日付で、簡易株式交換により日本フード株式会社（以下「日本フード」という。）を完

全子会社としております。これにより、日本フードを連結の範囲に含めております。 

なお、日本フードは、食料品の製造・販売を行っており、販売先は当社に限定されていることから、当社グルー

プが、食料品を中心に生活関連用品及び衣料品等の販売を主体としたスーパーマーケットを経営する小売事業の単

一セグメントであることに変更はなく、記載を省略しております。   

（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

（５）セグメント情報等
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当第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度に係る（要約）貸借対照表

及び前第１四半期累計期間に係る四半期損益計算書を掲載しております。 

(1) (要約)貸借対照表 

                             （単位：百万円） 

        

（６）その他

        
前事業年度 

(平成24年２月29日) 

資産の部 

  流動資産 

    現金及び預金 9,723

    売掛金 2,262

    商品 18,480

    貯蔵品 72

    その他 12,072

    貸倒引当金 △2

    流動資産合計 42,608

  固定資産 

    有形固定資産 

      建物（純額） 46,982

      土地 23,058

      その他（純額） 14,202

      有形固定資産合計 84,243

    無形固定資産 2,803

    投資その他の資産 

      差入保証金 29,165

      その他 12,410

      投資その他の資産合計 41,575

    固定資産合計 128,622

  資産合計 171,231

負債の部 

  流動負債 

    買掛金 29,881

    短期借入金 20,830

    1年内返済予定の長期借入金 10,781

    未払法人税等 2,758

    賞与引当金 1,933

    販売促進引当金 1,757

    その他 13,428

    流動負債合計 81,371

  固定負債 

    長期借入金 24,272

    退職給付引当金 4,270

    役員退職慰労引当金 348

    資産除去債務 2,370

    その他 8,711

    固定負債合計 39,972

  負債合計 121,343
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                             （単位：百万円） 

  

     
前事業年度 

(平成24年２月29日) 

純資産の部 

  株主資本 

  資本金 10,004

  資本剰余金 12,003

  利益剰余金 31,136

  自己株式 △3,344

  株主資本合計 49,800

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 31

  土地再評価差額金 56

  評価・換算差額等合計 87

 純資産合計 49,888

負債純資産合計 171,231
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(2)  四半期損益計算書 

                              （単位：百万円） 

    

前第１四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高  117,585

売上原価  86,148

売上総利益  31,436

営業収入  3,634

営業総利益  35,071

販売費及び一般管理費 

給料手当及び賞与  11,203

賞与引当金繰入額  1,591

退職給付引当金繰入額  285

役員退職慰労引当金繰入額  7

その他  18,592

販売費及び一般管理費合計  31,680

営業利益  3,391

営業外収益 

  受取利息  74

  受取配当金  2

  その他  62

  営業外収益合計  139

営業外費用 

  支払利息  200

  その他  10

  営業外費用合計  210

経常利益  3,319

特別損失 

  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 

災害による損失 

転貸損失 

 

 

 

699

256

58

  固定資産除却損  29

  店舗閉鎖損失  4

  特別損失合計  1,048

税引前四半期純利益  2,271

法人税、住民税及び事業税  1,775

法人税等調整額  △770

法人税等合計  1,004

四半期純利益  1,266
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