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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年２月21日～2021年８月20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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 215,961 1.7 7,054 21.4 7,659 19.2 5,149 33.8

2021年２月期第２四半期 212,347 △0.5 5,811 4.8 6,425 9.7 3,847 2.7
(注) 包括利益 2022年２月期第２四半期 5,750百万円( 76.8％) 2021年２月期第２四半期 3,252百万円( △0.1％)
　

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

2022年２月期第２四半期 98.18 －

2021年２月期第２四半期 73.36 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 295,279 172,246 57.6

2021年２月期 297,845 167,616 55.6
(参考) 自己資本 2022年２月期第２四半期 170,145百万円 2021年２月期 165,567百万円
　

　

　

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

2021年２月期 － 17.00 － 21.00 38.00

2022年２月期 － 19.00

2022年２月期(予想) － 19.00 38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年２月21日～2022年２月20日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 445,000 1.3 16,500 17.5 17,700 17.6 9,900 1.8 188.75
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　

　

（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
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　

　

（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) 2022年２月期２Ｑ 58,546,470株 2021年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 6,097,648株 2021年２月期 6,097,493株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 52,448,927株 2021年２月期２Ｑ 52,449,540株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（2021年２月21日から2021年８月20日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイル

ス感染症流行の長期化・再拡大により、再度緊急事態宣言が発出され、多くの活動が制限を受ける中、政府主導によ

るワクチン接種が開始されたものの収束の見通しは立たず、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

当国内小売業界におきましては、前期に引き続き「巣ごもり消費」により食品は堅調に推移しましたが、効果が一

巡したことで売上が前期を上回ることは難しく、移動制限及び各種イベントの中止・縮小により需要は低迷し、消費

環境は厳しい状況となっております。しかしながら、前期と比べ制限が緩和された事業においては厳しい環境は継続

しているものの当期は反動により業績は改善しました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益2,159億61百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益70

億54百万円（前年同期比21.4％増）、経常利益76億59百万円（前年同期比19.2％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は、51億49百万円（前年同期比33.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四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25億65百万円減少し、2,952億79百万円となりま

した。この主な要因は、有形固定資産が18億45百万円、現金及び預金が７億18百万円、投資有価証券が１億86百万円、

商品及び製品が１億56百万円減少したこと等であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ71億94百万円減少し、1,230億33百万円となりました。この主な要因は、短期借入

金が26億70百万円、未払金（流動負債その他）が21億60百万円、預り金（流動負債その他）が17億37百万円、長期借

入金が６億63百万円、受入敷金保証金が１億41百万円減少したこと等であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ46億29百万円増加し、1,722億46百万円となりました。この主な要因は、利益剰

余金が40億47百万円増加したこと等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の業績予想数値は、2021年４月２日公表時より変更ありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,484 27,765

受取手形及び売掛金 6,162 6,591

商品及び製品 18,252 18,096

原材料及び貯蔵品 148 165

その他 5,130 5,029

貸倒引当金 △33 △38

流動資産合計 58,145 57,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 93,397 91,719

土地 96,224 96,396

その他（純額） 8,283 7,943

有形固定資産合計 197,904 196,059

無形固定資産

のれん 807 773

借地権 5,469 5,523

その他 3,397 3,467

無形固定資産合計 9,674 9,765

投資その他の資産

投資有価証券 3,886 3,700

敷金及び保証金 19,623 19,504

繰延税金資産 5,330 5,462

その他 3,584 3,484

貸倒引当金 △305 △306

投資その他の資産合計 32,120 31,845

固定資産合計 239,700 237,670

資産合計 297,845 295,279
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,510 32,348

短期借入金 16,696 14,026

未払法人税等 4,010 2,886

賞与引当金 1,353 1,423

ポイント引当金 7,729 7,807

利息返還損失引当金 75 68

閉店損失引当金 273 244

設備関係電子記録債務 1,021 －

その他 29,020 25,551

流動負債合計 90,691 84,356

固定負債

長期借入金 18,052 17,389

退職給付に係る負債 8,565 8,570

資産除去債務 3,295 3,216

受入敷金保証金 8,732 8,590

繰延税金負債 108 70

その他 782 839

固定負債合計 39,537 38,677

負債合計 130,228 123,033

純資産の部

株主資本

資本金 11,614 11,614

資本剰余金 19,748 19,748

利益剰余金 143,703 147,751

自己株式 △12,311 △12,312

株主資本合計 162,754 166,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 831 702

為替換算調整勘定 1,703 2,401

退職給付に係る調整累計額 278 239

その他の包括利益累計額合計 2,813 3,343

非支配株主持分 2,048 2,100

純資産合計 167,616 172,246

負債純資産合計 297,845 295,279
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

営業収益

売上高 199,296 202,450

営業収入 13,051 13,510

営業収益合計 212,347 215,961

売上原価 140,649 142,639

売上総利益 58,647 59,811

営業総利益 71,698 73,321

販売費及び一般管理費 65,887 66,266

営業利益 5,811 7,054

営業外収益

受取利息 157 144

受取手数料 39 335

受取補助金 150 33

その他 359 203

営業外収益合計 706 717

営業外費用

支払利息 20 14

支払補償金 24 69

為替差損 8 －

雑損失 28 －

その他 10 29

営業外費用合計 92 112

経常利益 6,425 7,659

特別利益

固定資産売却益 3 0

助成金収入 15 443

閉店損失引当金戻入額 124 9

投資有価証券売却益 440 0

その他 3 －

特別利益合計 586 453

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 212 20

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 56 67

減損損失 65 119

閉店損失引当金繰入額 4 76

投資有価証券評価損 21 －

その他 16 4

特別損失合計 376 290

税金等調整前四半期純利益 6,635 7,823

法人税等 2,851 2,641

四半期純利益 3,784 5,181

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△63 32

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,847 5,149
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20日)

四半期純利益 3,784 5,181

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △355 △129

為替換算調整勘定 △228 736

退職給付に係る調整額 51 △38

その他の包括利益合計 △531 568

四半期包括利益 3,252 5,750

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,327 5,679

非支配株主に係る四半期包括利益 △75 70
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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２四半期連結累計期間

(自 2020年２月21日
　至 2020年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
　至 2021年８月20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 6,635 7,823

減価償却費 5,692 5,780

のれん償却額 33 33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1 △50

閉店損失引当金の増減額（△は減少） △618 △29

受取利息 △157 △144

支払利息 20 14

固定資産除却損 56 67

売上債権の増減額（△は増加） 446 △416

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,168 214

仕入債務の増減額（△は減少） 1,541 1,638

預り金の増減額（△は減少） 1,383 △1,820

その他 1,086 △1,642

小計 18,288 11,467

利息及び配当金の受取額 178 182

利息の支払額 △20 △14

法人税等の支払額 △1,694 △3,849

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,752 7,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 307 △4,022

有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,883 △4,797

長期前払費用の取得による支出 △13 △123

敷金及び保証金の差入による支出 △79 △41

敷金及び保証金の回収による収入 334 225

その他 523 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,809 △8,799

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） △9,300 △1,400

長期借入れによる収入 5,000 2,800

長期借入金の返済による支出 △6,647 △4,733

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △944 △1,101

その他 △73 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,966 △4,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 328 356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △695 △5,131

現金及び現金同等物の期首残高 18,285 24,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,590 19,684
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

当社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

　


