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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11月30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 ％

26年2月期第3四半期 254,691 △0.6 903 △39.5 217 △68.7 △721 ―
25年2月期第3四半期 256,103 △1.9 1,493 △4.9 694 △10.8 △229 ―

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 △143百万円 （―％） 25年2月期第3四半期 △286百万円 （―％）

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3四半期 △8.47 ―
25年2月期第3四半期 △2.69 ―

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

26年2月期第3四半期 238,953 96,970 40.6 1,138.24
25年2月期 233,604 97,639 41.8 1,145.87
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  96,957百万円 25年2月期  97,612百万円

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

25年2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年2月期 ― 3.00 ―
26年2月期（予想） 3.00 6.00

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）

（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

通期 350,000 1.7 3,700 7.5 2,700 8.7 600 6.1 7.04



(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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
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） 26年2月期3Q 85,291,365 株 25年2月期 85,291,365 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 109,077 株 25年2月期 104,468 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 85,185,569 株 25年2月期3Q 85,189,514 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第3四半期連結累計期間（平成25年3月1日～平成25年11月30日）の小売業を取り巻く環境

は、新たな経済・金融政策への期待感が高まり景況感が徐々に改善したものの、消費税率の引

き上げや商圏内の出店増による価格競争の激化など、先行き不透明な状況が続いております。 

このような経営環境下、当社グループは中期3ヵ年経営計画「ＣＡＰ－Ｉ（キャップアイ）」

2年目の今年度を「新しい制度・仕組みを立案から実行へと移行させる年」と位置づけて、「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」などの施策にグループを挙げて取り組んでおります。 

中核企業のイズミヤ㈱では、地域密着政策を基本とした既存店の活性化をすすめ、お客様満

足の向上と各店舗の商圏内特性に合わせた店作りに取り組んでおります。同時に店舗の運営効

率化にも取り組んでおります。 

新規出店では、3月にデイリーカナート尼崎店（兵庫県）を初の駅テナント店舗と出店したほ

か、9月にデイリーカナート深江橋店（大阪府）とデイリーカナート松原中央店（大阪府）をス

ーパーマーケット業態で出店いたしました。また、コンビニエンスストアの利便性とスーパー

マーケットの品揃えを融合した新業態店舗の「ファミリーマート×イズミヤ寺田町東店」（大

阪府）を10月に出店いたしました。㈱ファミリーマートが展開する商品やサービスと、イズミ

ヤ㈱が提供する出来立て惣菜をはじめ、生鮮品や加工食品などの品揃えを一体化させること

で、コンビニエンスストアやスーパーマーケット単体では実現できない利便性を提供してまい

ります。 

ロジスティックス改革の取り組みにおいては、食品プロセスセンターを新たに設置し、11月

より農産部門の加工やパック詰めなどの業務を開始いたしました。商品力の強化と店舗オペレ

ーションの改善をはかることで、お客様に満足いただけるボリューム感のある売場作りを行っ

てまいります。今後、水産部門、畜産部門においても順次稼働してまいります。 

カード戦略においては、従来のイズミヤクラブカードとプリペイド式電子マネーmiyocaの機

能を一体化させた新イズミヤクラブカードを9月に新規導入し、カード会員様の新カードへの切

り替えを順次行っております。 

ネットスーパー「楽楽マーケット」においては、6月に枚方店（大阪府）、8月に松原店（大

阪府）、10月に泉北店（大阪府）で新たに開業したほか、10月より第2類医薬品の販売を開始し

ました。 

費用構造改革にも引き続き取り組んでおります。前年3店舗で実験的に実施した運営効率改善

を今期は16店舗で取り組み、後方業務を中心に運営体制の見直しを行うなどして費用削減に取

り組みました。 

グループ各社においては、3月に㈱カンソー（総合ビルメンテナンス事業）と㈱メルシーサー

ビス（遊戯施設の営業販売）、6月に㈱ビーユー（婦人服・服飾・玩具の販売会社）と㈱アクト

スポーツ（スポーツ用品販売会社）をそれぞれ統合いたしました。また、㈱エコロ（園芸・ペ

ット雑貨の販売、生花加工卸売）と㈱アイリス（資材等の販売、催事販売、業務請負）の事業

をイズミヤに譲渡するなど、グループ体制の再構築を推進しております。 

㈱デリカ・アイフーズ（惣菜の製造販売会社）では7月に新工場を稼働させ、当日製造商品を

拡充し夕方の販売を強化いたしました。 

蘇州泉屋百貨有限公司では初期の店舗コンセプトを見直しテナントの入替えと店舗回遊性向

上のための改装を実施し、直営の食品売場を中心に着実に売上高、客数を伸ばしました。 

これらの結果、当社グループの第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益は2,546億91百万

円（前年同期比0.6％減）、営業利益は9億3百万円（前年同期比39.5％減）、経常利益は2億17

百万円（前年同期比68.7％減）、四半期純損失は7億21百万円（前年同四半期は四半期純損失  

2億29百万円）となりました。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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53億49百万円増加し、

2,389億53百万円となりました。これは主に、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休業

日であったこと等により、現金及び預金が18億26百万円、受取手形及び売掛金が12億79百万円

それぞれ増加したこと等によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて60億18百万円増加し、1,419億82百万円となりました。これ

は主に、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったこと等により、支払手形及

び買掛金が66億16百万円増加したこと等によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて6億69百万円減少し、969億70百万円となりました。こ

の結果、自己資本比率は40.6％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年４月２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） 

 当社及び一部の子会社は、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法を

採用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より定額法へ変更しております。 

この変更は、中期3ヵ年計画「CAP－I」における新規出店計画を契機に有形固定資産の使用状況

及び収益の発生状況等を検討したところ、従前の設備投資では、総合小売業の出店及び改装が中

心であり、改装直後の収益拡大効果が見込まれましたが、今後は食品中心の店舗の出店及び長期

的な視点で実施する改装へと変化しており、投資効果が安定的に実現すると見込まれることか

ら、耐用年数にわたり均等に費用配分を行う事がより適切であると判断し、減価償却の方法につ

いて定額法を採用するとしたものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益

及び経常利益はそれぞれ610百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は同額減少しておりま

す。 

   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,523 9,349

受取手形及び売掛金 11,328 12,608

商品及び製品 21,461 22,846

仕掛品 2 1

原材料及び貯蔵品 176 193

その他 9,349 9,171

貸倒引当金 △475 △397

流動資産合計 49,366 53,773

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 50,983 51,628

土地 88,258 88,118

その他（純額） 4,446 5,994

有形固定資産合計 143,688 145,741

無形固定資産   

のれん 57 9

その他 9,325 9,219

無形固定資産合計 9,382 9,229

投資その他の資産   

敷金及び保証金 25,491 24,274

その他 5,868 6,141

貸倒引当金 △323 △318

投資その他の資産合計 31,036 30,097

固定資産合計 184,108 185,068

繰延資産 129 110

資産合計 233,604 238,953

イズミヤ㈱ (8266) 平成26年２月期　第３四半期決算短信

－ 4 －



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,270 28,886

短期借入金 20,871 10,031

未払法人税等 737 421

ポイント引当金 663 667

賞与引当金 888 1,776

役員賞与引当金 31 －

利息返還損失引当金 140 141

商品券回収損失引当金 178 178

店舗閉鎖損失引当金 457 －

その他 23,925 18,943

流動負債合計 70,165 61,046

固定負債   

社債 10,075 8,850

長期借入金 41,885 57,128

退職給付引当金 2,698 2,839

資産除去債務 1,626 1,731

その他 9,513 10,385

固定負債合計 65,798 80,935

負債合計 135,964 141,982

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 12,847 11,614

自己株式 △55 △57

株主資本合計 97,201 95,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334 572

繰延ヘッジ損益 － △64

為替換算調整勘定 76 481

その他の包括利益累計額合計 410 990

少数株主持分 27 13

純資産合計 97,639 96,970

負債純資産合計 233,604 238,953
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 248,573 246,918

売上原価 176,018 175,805

売上総利益 72,554 71,112

営業収入 7,529 7,773

営業総利益 80,084 78,885

販売費及び一般管理費 78,590 77,982

営業利益 1,493 903

営業外収益   

受取利息 10 13

受取配当金 31 30

工事負担金等受入額 32 84

その他 163 141

営業外収益合計 237 270

営業外費用   

支払利息 820 727

その他 217 229

営業外費用合計 1,037 956

経常利益 694 217

特別利益   

固定資産売却益 11 3

投資有価証券売却益 － 3

特別利益合計 11 6

特別損失   

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 162 322

減損損失 118 205

その他 24 213

特別損失合計 304 743

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（△）

400 △519

法人税、住民税及び事業税 331 536

法人税等調整額 301 △334

法人税等合計 632 202

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △231 △722

少数株主損失（△） △2 △1

四半期純損失（△） △229 △721
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △231 △722

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 238

繰延ヘッジ損益 △13 △64

為替換算調整勘定 △8 404

その他の包括利益合計 △54 579

四半期包括利益 △286 △143

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △284 △142

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △1
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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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