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

25年2月期第3四半期 110,510 2.0 7,377 △5.5 7,566 △5.0 4,202 △12.4
24年2月期第3四半期 108,359 1.7 7,810 6.1 7,963 5.7 4,795 9.1

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 4,487百万円 （△11.6％） 24年2月期第3四半期 5,077百万円 （―％）

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3四半期 262.95 ―
24年2月期第3四半期 300.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 96,754 72,678 72.9
24年2月期 92,781 69,300 72.4
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  70,580百万円 24年2月期  67,152百万円

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 ― 0.00 ― 47.00 47.00
25年2月期 ― 0.00 ―
25年2月期（予想） 47.00 47.00

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、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  ：  有   

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 149,024 2.1 9,922 △5.5 10,176 △4.9 5,657 △9.9 354.00



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
   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
四半期連結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、添付資
料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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   ：  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3Q 15,990,827 株 24年2月期 15,990,827 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 8,935 株 24年2月期 8,869 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 15,981,949 株 24年2月期3Q 15,981,980 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24年３月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復

興需要を背景に緩やかな持ち直しがみられるものの、欧州の債務危機や円高の長期化による影響もあり、先行き不

透明な状況が続いております。 

このような環境の中、当社は経営方針を「情報のキャッチボール」とし、お客様のニーズや価値観の変化、社会

の変化に気づき、社員一人ひとりが主体性をもって相互に発言することが人材育成や業務改善に繋がると考え、企

業理念の浸透、七大基本（クリンリネス、鮮度と味、品揃え、価格、陳列技術、サービス、正しい表示）の徹底、

既存店の活性化、効率化を図るとともに商品力の強化、効率的な情報システム開発、人材力の強化を行い、お客様

満足度の向上に努めてまいりました。 

店舗展開につきましては、７月に「宜野湾コンベンションシティ（ＧＭＳ）」（沖縄県宜野湾市）を新規出店い

たしました。  

販売の状況につきましては、ワンランクアップ商材の拡充や、旬・行事・季節商材の早期展開等に取組みました

が、天候要因（梅雨・台風）の影響や、地上デジタル放送完全移行による需要等の反動で家電商品が大幅に落ち込

んだことにより、既存店売上高前年同期比は2.0％減となりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益（売上高及び営業収入）は1,105億10百万円（前年同期

比2.0％増）、営業利益は73億77百万円（前年同期比5.5％減）、経常利益は75億66百万円（前年同期比5.0％減）

となりました。四半期純利益は訴訟損失引当金繰入額1億84百万円を特別損失に計上した結果42億2百万円（前年同

期比12.4％減）となりました。なお、前年同期に退職給付制度改定益4億32百万円を特別利益に、資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額1億87百万円を特別損失に計上しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して39億73百万円増加し、967億54百万円と

なりました。主な要因は、商品及び製品が14億14百万円、有形固定資産が28億7百万円増加したことによるもので

あります。 

（負債）  

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して5億94百万円増加し、240億75百万円となり

ました。主な要因は、買掛金が13億44百万円、賞与引当金が7億57百万円増加したことと、未払法人税等が12億34

百万円減少したことによるものであります。 

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して33億78百万円増加し、726億78百万円と

なりました。主な要因は、利益剰余金が34億51百万円増加したこと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 

連結業績予想につきましては、第３四半期累計期間の業績等を踏まえ、平成24年４月11日に公表いたしました平

成25年２月期の連結業績予想を下記の通り修正いたしました。 

詳細につきましては、平成25年１月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

 前回発表予想（Ａ）   151,787   10,413   10,701   6,067   379.66

 今回修正予想（Ｂ）   149,024   9,922   10,176   5,657   354.00

 増減額（Ｂ－Ａ）   △2,762   △490   △524   △410   －

 増減率（％）   △1.8   △4.7   △4.9   △6.8   －

 （ご参考）前期実績 

 平成24年２月期  
  146,001   10,497   10,697   6,280   392.99



（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 

（簡便な会計処理）  

①たな卸資産の評価方法  

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、実地棚卸を一部省略し、第２四半期会計期間末の実

地棚卸を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

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固定資産については、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。     

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

法人税法の改正に伴い、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。 

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の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）  

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。  

（訴訟損失引当金）  

訴訟に対する損失に備えるため、これまでの経過等の状況に基づき、将来発生する可能性のある損失見込額（地

代家賃相当額）を合理的に見積り計上しております。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,188 20,191

売掛金 1,336 1,618

商品及び製品 8,798 10,213

原材料及び貯蔵品 184 224

その他 2,051 2,610

流動資産合計 33,559 34,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,491 22,179

土地 25,470 25,470

その他（純額） 5,347 3,466

有形固定資産合計 48,309 51,116

無形固定資産   

のれん 1,270 1,147

その他 325 312

無形固定資産合計 1,595 1,459

投資その他の資産 9,316 9,320

固定資産合計 59,221 61,896

資産合計 92,781 96,754

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,684 8,029

1年内返済予定の長期借入金 585 585

未払法人税等 2,311 1,076

賞与引当金 897 1,654

商品券等回収損失引当金 24 22

訴訟損失引当金 － 216

その他 6,586 6,390

流動負債合計 17,089 17,975

固定負債   

長期借入金 1,231 777

退職給付引当金 1,570 1,631

資産除去債務 337 343

その他 3,251 3,347

固定負債合計 6,391 6,100

負債合計 23,480 24,075



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,723 3,723

資本剰余金 3,686 3,686

利益剰余金 59,679 63,130

自己株式 △25 △25

株主資本合計 67,063 70,515

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88 65

その他の包括利益累計額合計 88 65

少数株主持分 2,147 2,097

純資産合計 69,300 72,678

負債純資産合計 92,781 96,754



（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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

売上高 102,800 104,563

売上原価 71,547 72,624

売上総利益 31,252 31,939

営業収入 5,559 5,946

営業総利益 36,812 37,886

販売費及び一般管理費 29,001 30,508

営業利益 7,810 7,377

営業外収益   

受取利息 46 35

受取配当金 8 9

債務勘定整理益 30 28

その他 118 156

営業外収益合計 204 230

営業外費用   

支払利息 32 23

商品券等回収損失引当金繰入額 8 8

その他 12 8

営業外費用合計 52 41

経常利益 7,963 7,566

特別利益   

退職給付制度改定益 432 －

特別利益合計 432 －

特別損失   

固定資産除却損 1 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 187 －

減損損失 1 0

訴訟損失引当金繰入額 － 184

特別損失合計 190 190

税金等調整前四半期純利益 8,205 7,376

法人税、住民税及び事業税 3,450 3,214

法人税等調整額 △347 △348

法人税等合計 3,103 2,866

少数株主損益調整前四半期純利益 5,102 4,510

少数株主利益 306 307

四半期純利益 4,795 4,202



（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23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,102 4,510

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24 △22

その他の包括利益合計 △24 △22

四半期包括利益 5,077 4,487

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,771 4,179

少数株主に係る四半期包括利益 306 307



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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