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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） 

 

(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1四半期 85,005 △1.8 951 110.5 659 182.9 253 ―
24年2月期第1四半期 86,573 △0.2 452 160.8 233 ― △867 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 363百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △911百万円 （―％）

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 2.97 ―
24年2月期第1四半期 △10.18 ―

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 238,002 97,298 40.9 1,141.80
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1四半期  97,270百万円 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 ―
25年2月期（予想） 3.00 ― 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、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  ：  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

第2四半期(累計) 176,000 0.1 2,100 2.8 1,600 2.8 100 ― 1.17
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1Q 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1Q 101,244 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1Q 85,190,415 株 24年2月期1Q 85,191,578 株
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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（平成24年3月1日～平成24年5月31日）は、東日本大震災から一年

が経過し個人消費は緩やかな回復傾向の兆しが見られました。しかし一方で、依然として続く

欧州の債務危機や円高・株安の影響に加え、今年夏の電力不足問題もあり、先行き不透明な経

済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い確実な成長路線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「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」などにグループ挙げて取り組んでおります。 

中核企業のイズミヤ㈱では「客数100、売上高100」のスローガンの下、地域密着政策を基本

とした既存店の活性化策として、要冷配送便の見直しや営業時間の拡大、店舗毎の顧客の年齢

層に合わせた商品構成の見直しなどに取り組みました。また2年ぶりの新店として、3月に天六

樋之口店（大阪市）をＳＭ業態で出店いたしました。経常費用の削減にも引き続き取り組み、

広告宣伝費や、エコ値引き実施によるレジ袋の削減などを中心に計画を上回る費用を削減いた

しました。 

  グループ各社におきましても、引き続き費用構造改革に取り組むとともに、グループ外事業

の拡大などに取り組みました。 

 これらの結果、当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益は850億5百万円

（前年同四半期比1.8％減）、営業利益は9億51百万円（前年同四半期比110.5％増）、経常利益

は6億59百万円（前年同四半期比182.9％増）、四半期純利益は2億53百万円（前年同四半期差11

億20百万円増）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、前連結会計年度末に比べて8億55百万円減少し、

2,380億2百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収が11億77百万円あったこと

によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて9億63百万円減少し、1,407億4百万円となりました。これ

は、社債が7億39百万円、支払手形及び買掛金が18億12百万円増加したものの、コマーシャル・

ペーパーの返済が35億円あっ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1億7百万円増加し、972億98百万円となりました。この

結果、自己資本比率は40.9％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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、当第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 

 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。 

   

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 6,758 6,964

受取手形及び売掛金 11,702 12,751

商品及び製品 21,642 22,001

仕掛品 2 2

原材料及び貯蔵品 186 182

その他 10,365 9,106

貸倒引当金 △635 △589

流動資産合計 50,022 50,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,133 53,146

土地 88,258 88,258

その他（純額） 4,799 4,659

有形固定資産合計 146,191 146,064

無形固定資産   

のれん 158 132

その他 9,664 9,605

無形固定資産合計 9,822 9,738

投資その他の資産   

敷金及び保証金 27,150 25,973

その他 5,965 6,068

貸倒引当金 △325 △326

投資その他の資産合計 32,791 31,715

固定資産合計 188,805 187,517

繰延資産 30 65

資産合計 238,858 238,002
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,535 24,347

短期借入金 30,942 28,388

未払法人税等 623 283

ポイント引当金 652 594

賞与引当金 985 1,681

役員賞与引当金 52 －

利息返還損失引当金 206 207

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 17,909

流動負債合計 78,779 73,580

固定負債   

社債 11,016 11,756

長期借入金 38,159 41,450

退職給付引当金 2,348 2,458

資産除去債務 1,699 1,725

その他 9,663 9,732

固定負債合計 62,888 67,123

負債合計 141,667 140,704

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 12,790

自己株式 △53 △53

株主資本合計 97,149 97,146

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213 171

繰延ヘッジ損益 13 △0

為替換算調整勘定 △216 △46

その他の包括利益累計額合計 10 123

少数株主持分 31 28

純資産合計 97,190 97,298

負債純資産合計 238,858 238,002
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

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 84,117 82,473

売上原価 59,170 58,300

売上総利益 24,946 24,173

営業収入 2,456 2,531

営業総利益 27,402 26,705

販売費及び一般管理費 26,950 25,753

営業利益 452 951

営業外収益   

受取利息 2 4

受取配当金 3 3

その他 164 66

営業外収益合計 170 74

営業外費用   

支払利息 300 283

その他 89 83

営業外費用合計 390 367

経常利益 233 659

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   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 333 65

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 629 －

減損損失 － 14

その他 156 10

特別損失合計 1,119 91

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△881 579

法人税、住民税及び事業税 130 110

法人税等調整額 △143 219

法人税等合計 △12 329

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（△）

△869 250

少数株主損失（△） △2 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △867 253
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△869 250

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46 △41

繰延ヘッジ損益 4 △14

為替換算調整勘定 － 169

その他の包括利益合計 △42 113

四半期包括利益 △911 363

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △909 366

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △3
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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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