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平成1 9 年２月期  第３四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年１月５日

会 社 名 北雄ラッキー株式会社 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２７４７）

（ＵＲＬ  http://www.hokuyu-lucky.co.jp  ）

問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 ＴＥＬ（011)643-3301

桐生　泰夫

責任者役職・氏名 取締役副社長 総務部長

鴻野  英樹

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用有無 ：　有

法人税等の税金費用の計上については、法定実効税率をベースとした計算により計上しております。

また、その他影響額が僅少なものについても一部簡便な方法を採用しております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：　無

２．平成19年２月期第３四半期の財務・業績（平成18年３月１日～平成18年11月30日）

（１）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期第３四半期 34,974 (△1.1) 292 (485.2) 172 (－)

18年２月期第３四半期 35,354 (△1.5) 49 (－) △73 (－)

（参考）18年２月期 47,630 269 106

四半期（当期）純利益
１株当たり四半期
（ 当 期 ） 純 利 益

潜在株式調整後１株当たり
四 半 期 (当 期 )純 利 益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月期第３四半期 △184 (－) △27 73 － －

18年２月期第３四半期 △12 (－) △1 81 － －

（参考）18年２月期 57 8 63 － －

（注）１．売上高、営業利益のパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

　当第３四半期（平成18年３月１日～平成18年11月30日）におけるわが国経済は、企業業績が好調に推移し、利益の改善

が進む一方、設備投資・個人消費も引続き増加傾向にあり、景気は緩やかな回復基調が続いておりますが、北海道内の小

売業界におきましては、個人消費の改善が進まぬなか大型店の新規出店や企業統合の動きが活発化するなど、競合各社間

での価格・サービス競争が一段と激化しております。

　こうしたなか、当社グループでは積極的な競合店対策、大型店４店舗の改装、販促の強化を実施する一方、販売ロスの

削減を図るとともに、保守管理費や清掃費など経費の削減に努めるなど収益の向上を目指してまいりました。対策実施の

効果につきましては、既存店売上前年比が第１四半期の96.0％に比較し、第２四半期は97.2％、第３四半期は98.8％と推

移しており徐々にではありますが、上昇基調にあるものと判断しております。

　なお、当該期間中、７月に花川店及び９月に新琴似２号店の２店舗を効率化の観点より閉鎖いたしました。

　この結果、当第３四半期の連結業績は、売上高は34,974百万円（前年同期比1.1％減）、経常利益は172百万円（前年同

期は経常損失73百万円）、減損会計適用により特別損失422百万円を計上したため、純損失184百万円（前年同期は純損失

12百万円）となりました。

(財)財務会計基準機構会員
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（２）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）

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

19年２月期第３四半期 20,095 4,029 20.0 606 26

18年２月期第３四半期 22,538 4,213 18.7 634 03

（参考）18年２月期 21,577 4,279 19.8 643 93

（３）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期第３四半期 620 △716 △1,801 1,123

18年２月期第３四半期 247 △449 470 3,399

（参考）18年２月期 117 △412 186 3,022

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

　当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較し1,482百万円減少し20,095百万円となりました。この減少の要

因は主に現金及び預金の減少1,328百万円などによるものであります。借入金利率アップのリスクを回避する為、余裕資

金を借入債務返済にあてたものであります。

　また、株主資本の減少要因は主に当期より強制適用された減損会計による減損損失の計上などにより利益剰余金が217

百万円減少したことによるものであります。

〔キャッシュ・フローの状況〕

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して1,898百万円減少

し、1,123百万円となりました。

（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620百万円となりました。これは主に仕入債務の増加244百万円など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716百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が356百万円などに

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1,801百万円となりました。これは短期借入金の減少が1,092百万円、長期借入金の返済

が975百万円、配当金の支払が33百万円あったのに対し、新規の長期借入金が300百万円あったことによるものであります。
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３．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通  期 46,591 413 △63

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△9円48銭

　　　　業績予想につきましては前回公表（平成18年４月14日 決算短信）から変更はありません。

※上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる可能性があります。

○　添付資料

第３四半期連結貸借対照表、第３四半期連結損益計算書、第３四半期連結株主資本等変動計算書、第３四半期キャ

ッシュ・フロー計算書
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１．第３四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第３四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第３四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目 金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

（資産の部） ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 2,353,920 4,029,710 △1,675,789 △41.59 3,682,175

　２．受取手形及び売掛金 210,226 195,349 14,876 7.62 190,363

　３．たな卸資産 1,991,469 2,022,804 △31,334 △1.55 1,783,718

　４．繰延税金資産 107,083 105,829 1,253 1.18 91,625

　５．未収法人税等 － － － － 34,632

　６．その他 394,934 638,602 △243,667 △38.16 479,715

　　　貸倒引当金 △42 △365 323 △88.49 △62

　　流動資産合計 5,057,593 6,991,931 △1,934,338 △27.67 6,262,169

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　　(1）建物及び構築物 3,888,311 4,337,180 △448,869 △10.35 4,229,883

　　(2）車輛運搬具 1,132 1,517 △385 △25.38 1,349

　　(3）土地 6,961,052 6,787,071 173,981 2.56 6,754,783

　　(4）その他 65,291 103,247 △37,955 △36.76 97,669

　　　有形固定資産合計 10,915,788 11,229,017 △313,229 △2.79 11,083,685

　２．無形固定資産

　　(1）ソフトウェア 6,038 9,261 △3,222 △34.80 8,388

　　(2）電話加入権 18,665 18,569 95 0.52 18,569

　　　無形固定資産合計 24,704 27,831 △3,127 △11.24 26,958

　３．投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 453,398 505,018 △51,619 △10.22 505,337

　　(2）繰延税金資産 476,136 334,935 141,200 42.16 321,494

　　(3）差入保証金 2,934,172 3,219,642 △285,469 △8.87 3,123,567

　　(4）その他 230,596 229,772 824 0.36 249,778

　　　投資その他の資産合計 4,094,303 4,289,368 △195,064 △4.55 4,200,177

　　固定資産合計 15,034,796 15,546,217 △511,420 △3.29 15,310,821

Ⅲ　繰延資産 3,000 － 3,000 － 4,800

　　資産合計 20,095,389 22,538,148 △2,442,758 △10.84 21,577,791
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（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第３四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第３四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目 金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

（負債の部） ％

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形及び買掛金 3,268,641 3,467,814 △199,173 △5.74 3,028,804

　２．１年以内償還予定の社債 － 600,000 △600,000 － －

　３．短期借入金 4,552,519 5,699,344 △1,146,825 △20.12 5,645,171

　４．１年以内返済予定の長期借入金 936,824 1,050,804 △113,980 △10.85 1,018,904

　５．未払法人税等 93,754 64,790 28,964 44.70 34,238

　６．賞与引当金 359,361 410,530 △51,169 △12.46 130,684

　７．その他 904,657 884,030 20,626 2.33 888,041

　　流動負債合計 10,115,757 12,177,314 △2,061,557 △16.93 10,745,843

Ⅱ　固定負債

　１．社債 600,000 － 600,000 － 600,000

　２．長期借入金 3,767,713 4,559,307 △791,594 △17.36 4,361,506

　３．繰延税金負債 10,726 23,189 △12,462 △53.74 14,782

　４．退職給付引当金 742,640 725,434 17,206 2.37 736,948

　５．役員退職慰労引当金 272,805 296,005 △23,200 △7.84 300,661

　６．その他 556,679 543,252 13,427 2.47 538,587

　　固定負債合計 5,950,565 6,147,187 △196,622 △3.20 6,552,484

　　負債合計 16,066,322 18,324,502 △2,258,179 △12.32 17,298,328

（少数株主持分）

　　少数株主持分 － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － 641,808 △641,808 － 641,808

Ⅱ　資本剰余金 － 465,258 △465,258 － 465,258

Ⅲ　利益剰余金 － 2,957,017 △2,957,017 － 3,026,505

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － 149,561 △149,561 － 145,890

　　資本合計 － 4,213,646 △4,213,646 － 4,279,462

　　負債、少数株主持分及び資本合計 － 22,538,148 △22,538,148 － 21,577,791

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 641,808 － 641,808 － －

　２．資本剰余金 465,258 － 465,258 － －

　３．利益剰余金 2,808,937 － 2,808,937 － －

　　株主資本合計 3,916,003 － 3,916,003 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 113,063 － 113,063 － －

　　評価・換算差額等合計 113,063 － 113,063 － －

　　純資産合計 4,029,066 － 4,029,066 － －

　　負債純資産合計 20,095,389 － 20,095,389 － －
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２．第３四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第３四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第３四半期末

増　　　　減
（参考）

平成18年２月期

期　別

科　目
金　　　額 金　　　額 金　　額 増減率 金　　　額

％

Ⅰ　売上高 34,974,213 35,354,049 △379,836 △1.07 47,630,827

Ⅱ　売上原価 26,401,542 26,719,326 △317,783 △1.19 35,942,728

　　　売上総利益 8,572,670 8,634,722 △62,052 △0.72 11,688,099

Ⅲ　営業収入 798,938 774,253 24,685 3.19 1,033,703

　　　営業総利益 9,371,609 9,408,975 △37,366 △0.40 12,721,802

Ⅳ　販売費及び一般管理費 9,079,298 9,359,028 △279,730 △2.99 12,452,242

　　　営業利益 292,310 49,947 242,363 485.24 269,560

Ⅴ　営業外収益 50,083 46,619 3,464 7.43 66,567

Ⅵ　営業外費用 169,408 170,017 △609 △0.36 229,628

　　　経常利益 172,985 △73,451 246,436 － 106,499

Ⅶ　特別利益 43,039 118,314 △75,274 △63.62 118,522

Ⅷ　特別損失 464,840 17,151 447,688 2610.21 50,719

　　　税 金 等 調 整 前 第 ３ 四 半 期( 当 期) 純 利 益 △248,815 27,711 △276,526 － 174,302

　　　税金費用 △64,475 39,783 △104,259 － 116,886

　　　第３四半期(当期)純利益 △184,339 △12,071 △172,267 1427.01 57,416
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３．第３四半期連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

株　　主　　資　　本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合　　計

その他

有価証券
評価差額金

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年２月28日残高 641,808 465,258 3,026,505 4,133,572 145,890 145,890 4,279,462

第３四半期連結会計
期間中の変動額

剰余金の配当 △33,228 △33,228 △33,228

第３四半期純利益 △184,339 △184,339 △184,339

株主資本以外の項

目の第３四半期連
結会計期間中の変

動額（純額）

△32,827 △32,827 △32,827

第３四半期連結会計

期間中の変動額合計
－ － △217,568 △217,568 △32,827 △32,827 △250,395

平成18年11月30日残高 641,808 465,258 2,808,937 3,916,003 113,063 113,063 4,029,066
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４．第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第３四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第３四半期末

（参考）

平成18年２月期

期　　別

科　　目
金　　　　額 金　　　　額 金　　　　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前第３四半期（当期）純利益 △248,815 27,711 174,302

　　　減価償却費 238,443 261,098 349,712

　　　長期前払費用償却費等 8,835 6,837 9,715

　　　減損損失 422,898 － －

　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） △20 407 △207

　　　賞与引当金の増減額（減少：△） 228,677 244,865 △34,981

　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） 5,692 △3,667 7,846

　　　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △27,856 △61,632 △56,976

　　　受取利息及び受取配当金 △12,573 △12,658 △16,741

　　　その他の営業外収益 △37,509 △33,960 △49,825

　　　支払利息 163,661 166,881 222,583

　　　その他の営業外費用 5,747 3,136 7,045

　　　固定資産売却益 － △37,881 △37,881

　　　前期損益修正益 － △79,134 △79,134

　　　固定資産売却損 － － 22,363

　　　固定資産除却損 8,135 17,151 21,818

　　　投資有価証券売却益 △11,665 － －

　　　投資有価証券売却損 15 － －

　　　投資有価証券評価損 － － 3,500

　　　売上債権の増減額（増加：△） △19,863 △18,480 △13,494

　　　たな卸資産の増減額（増加：△） △207,750 △165,443 73,642

　　　仕入債務の増減額（減少：△） 244,450 360,376 △75,739

　　　未払消費税等の増減額（減少：△） 8,470 △39,985 △22,558

　　　預り保証金の増減額 △53,474 19,065 14,500

　　　その他 51,314 993 81,181

　　　　小計 766,812 655,681 600,672

　　　利息及び配当金の受取額 8,856 9,148 12,182

　　　その他営業外収益の受取額 32,896 29,865 42,835

　　　利息の支払額 △163,891 △170,887 △223,319

　　　その他営業外費用の支払額 △3,947 △3,136 △11,533

　　　法人税等の支払額 △20,272 △273,032 △303,059

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 620,453 247,638 117,779



－９－

（単位：千円）

当四半期

平成19年２月期
第３四半期末

前年同四半期

平成18年２月期
第３四半期末

（参考）

平成18年２月期

期　　別

科　　目
金　　　　額 金　　　　額 金　　　　額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △1,790,000 △1,160,000 △1,290,000

　　　定期預金の払戻による収入 1,220,000 1,160,000 1,260,000

　　　有形固定資産の取得による支出 △356,730 △635,159 △666,551

　　　有形固定資産の売却による収入 － 52,306 85,836

　　　無形固定資産の取得による支出 △305 △4,275 △4,275

　　　投資有価証券の取得による支出 △18,196 △3,999 △14,355

　　　投資有価証券の売却による収入 27,094 － －

　　　差入保証金の増加による支出 △19,547 △20,978 △21,460

　　　差入保証金の減少による収入 212,540 168,942 266,726

　　　長期前払費用の増加による支出 △2,015 △272 △18,272

　　　建設協力立替金の増加による支出 － △1,201 △1,201

　　　その他 10,279 △4,432 △9,316

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △716,881 △449,069 △412,869

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の増減額（減少：△） △1,092,652 253,206 199,032

　　　長期借入による収入 300,000 950,000 950,000

　　　長期借入金の返済による支出 △975,873 △633,343 △863,044

　　　社債の発行による収入 － － 600,000

　　　社債の償還による支出 － － △600,000

　　　配当金の支払額 △33,302 △99,471 △99,471

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,801,827 470,391 186,516

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,898,255 268,960 △108,573

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,022,175 3,130,749 3,130,749

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高 1,123,920 3,399,710 3,022,175



－１０－

５．事業部門別販売実績

　当第３四半期の事業部門別概況は次のとおりであります。
（単位：千円）

平成19年２月期　第３四半期 平成18年２月期　第３四半期 （参考）平成18年２月期
区　　　分

金　　額 構成比(％) 金　　額 構成比(％) 金　　額 構成比(％)

スーパーマーケット

事業部門
34,679,713 99.2 35,052,568 99.1 47,219,983 99.1

その他の事業部門 294,499 0.8 301,480 0.9 410,844 0.9

計 34,974,213 100.0 35,354,049 100.0 47,630,827 100.0


