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1. 平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年11月30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 ％

24年２月期第３四半期 91,760 10.9 4,777 28.7 4,931 27.4 2,625 21.5
23年２月期第３四半期 82,743 4.2 3,713 22.0 3,871 19.8 2,160 23.0

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

24年２月期第３四半期 125.82 ―

23年２月期第３四半期 103.53 ―

 (2) 連結財政状態

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

24年２月期第３四半期 60,350 33,288 55.2 1,595.25

23年２月期 57,201 31,373 54.8 1,503.49

(参考) 自己資本 24年２月期第３四半期 33,288百万円  23年２月期 31,373百万円

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

 23年２月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00

 24年２月期 ― 18.00

 24年２月期(予想) ― 18.00 36.00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29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 120,400 7.8 6,188 23.0 6,400 22.1 3,408 27.8 163.32



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

・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財務諸表のレビュー手続が実施されておりま

す。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 (            )、除外 ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 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) 24年２月期３Ｑ 20,867,800株 23年２月期 20,867,800株

② 期末自己株式数 24年２月期３Ｑ 683株 23年２月期 639株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期３Ｑ 20,867,128株 23年２月期３Ｑ 20,867,241株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により被

害を受けた生産拠点及び物流機能の復興並びに福島第一原子力発電所の事故による電力供給不足問題等の

影響を受け、また、急激な円高の進行、資源及び原材料価格の高騰、不安定な中東情勢並びに欧州財政危

機により企業業績の悪化が懸念されるという先行き不透明な情勢の中で推移いたしました。 

小売業界におきましては、競合各社が積極的な出店及び販売施策を実施する中、大震災及び原発事故の

影響による不安定な商品調達及び電力供給不足への対応は沈静化したものの、依然として低迷する雇用や

所得環境が続き、復興財源及び消費税増税の論議等により将来的な不安から個人消費が抑制され、経営環

境は益々厳しい状況にあります。 

このような状況の中で当企業集団は、スーパーマーケットとして地域社会のお客様の生活をサポートす

るという社会的役割を果たすため、企業集団の総力を挙げ、自社物流センターを最大限に活用した商品調

達を行い、安定的な商品供給を行いました。また、店頭での募金活動に加え当社からの義援金の寄付を日

本赤十字社を通じて実施したほか、被災地への支援物資の提供等を行いました。 

店舗運営におきましては、当企業集団の最大の特長である標準化された企業体制を基盤に、ＬＳＰ（作

業割当システム）の定着化、適正な人員配置を図り、効率的なチェーンオペレーションを継続的に推進し

ております。これにより販売管理費を削減するだけでなく、購買頻度の高い商品群の価格強化及び売場づ

くりの活性化を図り、地域社会の皆様のニーズに応えております。 

店舗展開におきましては、平成23年６月埼玉県さいたま市に「さいたま吉野町店」及び埼玉県川越市に

「川越むさし野店」、９月千葉県流山市に「流山おおたかの森店」、10月埼玉県春日部市に「春日部緑町

店」の４店舗を新規出店するとともに、競争力の強化及び当社が目指す標準化の推進のため既存店５店舗

の改装並びに夏季の電力不足への対策を実施いたしました。 

一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」は、自社開発商品の製造及び管理体制の充実、店舗

作業の軽減及び利益貢献を図り、今後の企業規模拡大に対応するべく第一工場の製造能力の増強を行いま

した。また、「株式会社ジョイテック」は、商品、備品、消耗品及び販売用資材等の供給や清掃業務等、

当企業集団のサービス業務の強化に取り組みました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、営業収益が91,760百万円（前年同期比

110.9％）、営業利益が4,777百万円（前年同期比128.7％）、経常利益が4,931百万円（前年同期比

127.4％）、四半期純利益が2,625百万円（前年同期比121.5％）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 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3,148百万円増加し60,350百万円

となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ343百万円減少し8,660百万円となりました。この主な要因は、

現金及び預金が486百万円減少したこと等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3,492百万円増加し51,689百万円となりました。この主な要因

は、建物及び構築物が2,273百万円増加したこと等によるものであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,234百万円増加し27,062百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ735百万円増加し14,831百万円となりました。この主な要因

は、買掛金が1,012百万円増加したこと等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498百万円増加し12,230百万円となりました。この主な要因

は、当期より新たに適用された資産除去債務に関する会計基準に基づき、資産除去債務として701百万

円を計上したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,914百万円増加し33,288百万円となりました。この主な要因

は、利益剰余金が1,916百万円増加したこと等によるものであります。  

    

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ486百万円減

少し、3,371百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、5,484百万円（前年同四半期比117.0％）となり、前年同四半期に比

べ796百万円増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益及び仕入債務が増加したこと等に

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、4,938百万円（前年同四半期比157.1％）となり、前年同四半期に比

べ1,794百万円増加いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるも

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、1,032百万円（前年同四半期比69.7％）となり、前年同四半期に比

べ449百万円減少いたしました。これは、長期借入れによる収入が増加したこと等によるものでありま

す。    

  

平成24年２月期の連結業績予想につきましては、平成23年７月４日に発表いたしました通期の業績予想

に特段の変更はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。  

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  該当事項はありません。 

  

 (会計処理の変更)  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。                               

 これにより、営業総利益は０百万円、営業利益及び経常利益はそれぞれ25百万円減少しており、税

金等調整前四半期純利益は263百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は612百万円であります。 

  

 (表示方法の変更) 

四半期連結損益計算書関係 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,371 3,858

売掛金 204 129

商品及び製品 3,542 3,121

原材料及び貯蔵品 83 74

繰延税金資産 353 527

その他 1,104 1,293

流動資産合計 8,660 9,004

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 22,630 20,356

土地 15,536 14,544

その他（純額） 2,446 2,286

有形固定資産合計 40,613 37,188

無形固定資産 807 791

投資その他の資産

繰延税金資産 716 602

差入保証金 7,690 7,865

その他 1,866 1,753

貸倒引当金 △4 △5

投資その他の資産合計 10,268 10,217

固定資産合計 51,689 48,196

資産合計 60,350 57,201
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,143 6,131

短期借入金 800 800

1年内返済予定の長期借入金 2,577 2,783

未払法人税等 793 1,276

賞与引当金 167 463

役員賞与引当金 22 53

ポイント引当金 199 186

その他 3,126 2,401

流動負債合計 14,831 14,095

固定負債

長期借入金 7,594 7,715

退職給付引当金 269 246

役員退職慰労引当金 300 285

預り保証金 2,791 2,879

資産除去債務 701 －

その他 572 604

固定負債合計 12,230 11,732

負債合計 27,062 25,827

純資産の部

株主資本

資本金 3,912 3,912

資本剰余金 4,102 4,102

利益剰余金 25,275 23,359

自己株式 △0 △0

株主資本合計 33,290 31,374

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

純資産合計 33,288 31,373

負債純資産合計 60,350 57,201
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(2) 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22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 81,081 90,035

売上原価 60,460 67,080

売上総利益 20,620 22,954

営業収入 1,662 1,724

営業原価 421 402

営業総利益 21,861 24,276

販売費及び一般管理費 18,148 19,499

営業利益 3,713 4,777

営業外収益

受取利息 58 58

受取配当金 3 3

受取事務手数料 188 199

違約金収入 2 1

債務勘定整理益 17 15

雑収入 45 47

営業外収益合計 316 325

営業外費用

支払利息 154 145

雑損失 3 26

営業外費用合計 158 172

経常利益 3,871 4,931

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 1 2

固定資産除却損 72 68

ゴルフ会員権評価損 1 －

災害による損失 － 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 237

特別損失合計 76 352

税金等調整前四半期純利益 3,795 4,578

法人税、住民税及び事業税 1,463 1,892

法人税等調整額 171 61

法人税等合計 1,634 1,953

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,625

四半期純利益 2,160 2,625
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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３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30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 3,795 4,578

減価償却費 1,693 1,884

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △290 △296

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △30

ポイント引当金の増減額（△は減少） 9 13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 14

受取利息及び受取配当金 △61 △61

支払利息 154 145

固定資産売却損益（△は益） 1 2

固定資産除却損 72 68

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 237

売上債権の増減額（△は増加） 15 △75

たな卸資産の増減額（△は増加） △415 △431

仕入債務の増減額（△は減少） 702 1,012

預り保証金の増減額（△は減少） △0 △4

その他 1,237 866

小計 6,922 7,948

利息及び配当金の受取額 8 7

利息の支払額 △133 △118

法人税等の支払額 △2,110 △2,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,687 5,484

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 △2,944 △4,846

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △34 △42

投資有価証券の取得による支出 － △67

差入保証金の差入による支出 △397 △280

差入保証金の回収による収入 440 433

預り保証金の受入による収入 28 36

預り保証金の返還による支出 △124 △128

その他 △116 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,144 △4,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △150 －

長期借入れによる収入 1,462 1,900

長期借入金の返済による支出 △2,253 △2,226

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △539 △705

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,481 △1,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61 △486

現金及び現金同等物の期首残高 3,381 3,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,442 3,371
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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
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