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（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第１四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

(1）連結経営成績     （％表示は対前年同四半期増減率）

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第１四半期 11,064 (△1.6) 73 (57.2) 38 (134.3) 10 (－)

20年２月期第１四半期 11,241 (△3.7) 46 (－) 16 (－) △12 (－)

（参考）20年２月期 45,142  511 378  97 

 

 
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 

 円 銭 円 銭

21年２月期第１四半期 1 55 － －

20年２月期第１四半期 △1 90 － －

（参考）20年２月期 14 63 － －

（注）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。 

 

 

(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

21年２月期第１四半期 18,802 3,831 20.4 576 57 

20年２月期第１四半期 18,877 3,838 20.3 577 61 

（参考）20年２月期 18,301 3,883 21.2 584 36 

 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

21年２月期第１四半期 1,210 △182 △599 1,158 

20年２月期第１四半期 504 30 △530 807 

（参考）20年２月期 270 254 △599 729 

 

 

 

(財)財務会計基準機構会員
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２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

 円 銭

21年２月期第１四半期 － － 

20年２月期第１四半期 － － 

 

 

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）  【参考】 

（％表示は、通期は前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 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

中間期 22,804 99.8 194 94.9 129 87.3 42 － 6 31

通  期 45,845 101.6 458 89.7 343 90.6 143 147.0 21 51

 

 

４．その他 

(1）期中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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

(3）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 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における日本経済は、企業の収益や設備投資に陰りが見え始める一方、所得の改善がなかなか進まぬな

か、消費者物価は上昇幅を拡大するなど、堅調といわれた個人消費にも減速感が出てまいりました。小売業を取り巻く

環境は原油を主とした資源や食品原材料の高騰による仕入価格の上昇に伴う影響、また企業間の競争が一段と激化した

ことなど、引続き厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループは、年間商品販売計画、販売促進計画に基づき販売の強化に努めてまいりましたが、既存店客数は前年

同四半期比100.3％を確保いたしましたが、生活防衛型の消費傾向が一層強まったことにより客単価は同比99.1％とな

り、既存店売上高は99.5％となりました。 

 荒利益率につきましては、各部門とも順調な推移となり、前年同四半期に対して0.26％の上昇となりました。一般管

理費につきましては、水道光熱費や消耗品費などが増加したものの、トータルでは前年同四半期比99.0％と幾分の削減

となりました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は11,064百万円（前年同期比1.6％減）、経常利益は38百万円（前年同

期比134.3％増）、当第１四半期純利益は10百万円（前年同期は純損失12百万円）となりました。 

 なお、当第１四半期中の新規開店及び閉鎖店舗はなく、平成20年５月31日現在29店舗でありますが、平成20年６月26

日、北広島市大曲に衣料品単独店を新規出店しております。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較し501百万円増加し18,802百万円となりました。この増加の

要因は主に現金及び預金の増加428百万円、たな卸資産の増加97百万円などによるものであります。 

 

（負債の部） 

 当第１四半期末の総負債は、前連結会計年度末と比較し552百万円増加し14,971百万円となりました。この増加の

要因は主に短期借入金、長期借入金の減少が532百万円となったものの、支払手形及び買掛金の増加が904百万円であ

ったことなどによるものであります。 

 

（純資産の部） 

 当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末と比較し51百万円減少し3,831百万円となりました。 

 

 

(2）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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428百万円増

加し、1,158百万円となりました。 

 

（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1,210百万円となりました。これは主に仕入債務の増加906百万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182百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出193百万円など

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599百万円となりました。これは短期借入金の減少が222百万円、長期借入金の返済

が309百万円、配当金の支払が66百万円あったことなどによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの連結業績予想につきましては、現時点においては前回公表（平成20年４月18日決算短信）から変更は

ありません。 

 

 

４．その他 

(1）期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

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。 

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第１四半期末 

当四半期 
平成21年２月期

第１四半期末 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

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 1,927,958 2,128,042 200,083 10.4 1,699,055

 ２．受取手形及び売掛金 222,636 285,798 63,162 28.4 224,576

 ３．たな卸資産 1,764,242 1,793,320 29,077 1.7 1,695,748

 ４．繰延税金資産 93,449 87,682 △5,767 △6.2 87,623

 ５．その他 295,522 286,279 △9,242 △3.1 487,216

   貸倒引当金 △30 △30 － － △30

  流動資産合計 4,303,779 4,581,093 277,314 6.4 4,194,191

Ⅱ 固定資産  

 １．有形固定資産  

  (1）建物及び構築物 3,808,453 3,552,678 △255,775 △6.7 3,614,346

  (2）車輛運搬具 1,061 918 △143 △13.5 966

  (3）土地 6,961,052 7,133,063 172,010 2.5 7,133,063

  (4）建設仮勘定 － 171,531 171,531 － 9,432

  (5）その他 59,670 80,465 20,794 34.9 59,016

   有形固定資産合計 10,830,239 10,938,657 108,417 1.0 10,816,824

 ２．無形固定資産  

  (1）ソフトウェア 4,899 2,620 △2,279 △46.5 3,173

  (2）電話加入権 18,665 18,665 － － 18,665

   無形固定資産合計 23,565 21,285 △2,279 △9.7 21,839

 ３．投資その他の資産  

  (1）投資有価証券 452,682 326,168 △126,513 △28.0 318,205

  (2）繰延税金資産 432,310 424,901 △7,408 △1.7 427,065

  (3）差入保証金 2,811,267 2,607,033 △204,233 △7.3 2,620,752

  (4）その他 224,805 169,319 △55,485 △24.7 168,521

    貸倒引当金 △203,068 △265,572 △62,504 30.8 △265,572

   投資その他の資産合計 3,717,997 3,261,851 △456,145 △12.3 3,268,972

  固定資産合計 14,571,801 14,221,794 △350,006 △2.4 14,107,636

Ⅲ 繰延資産 1,800 － △1,800 － －

  資産合計 18,877,380 18,802,888 △74,492 △0.4 18,301,827
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（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第１四半期末 

当四半期 
平成21年２月期

第１四半期末 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

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 3,217,285 3,710,571 493,286 15.3 2,805,614

 ２．短期借入金 3,687,360 3,509,600 △177,759 △4.8 3,732,497

 ３．１年以内返済予定の長期借入金 1,031,832 897,912 △133,920 △13.0 897,936

 ４．未払法人税等 19,911 30,942 11,030 55.4 62,596

 ５．賞与引当金 268,146 272,874 4,728 1.8 140,872

 ６．その他 919,344 964,660 45,315 4.9 879,780

  流動負債合計 9,143,880 9,386,560 242,679 2.7 8,519,296

Ⅱ 固定負債  

 １．社債 600,000 600,000 － － 600,000

 ２．長期借入金 3,754,289 3,464,758 △289,531 △7.7 3,774,111

 ３．繰延税金負債 2,668 794 △1,873 △70.2 －

 ４．退職給付引当金 747,487 755,525 8,037 1.1 755,304

 ５．役員退職慰労引当金 281,525 298,254 16,729 5.9 293,736

 ６．その他 508,850 465,200 △43,650 △8.6 475,814

  固定負債合計 5,894,821 5,584,532 △310,289 △5.3 5,898,966

  負債合計 15,038,701 14,971,092 △67,609 △0.5 14,418,263

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １．資本金 641,808 641,808 － － 641,808

 ２．資本剰余金 465,258 465,258 － － 465,258

 ３．利益剰余金 2,619,608 2,673,401 53,792 2.1 2,729,554

 ４．自己株式 － △319 △319 － －

  株主資本合計 3,726,675 3,780,148 53,472 1.4 3,836,621

Ⅱ 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 112,004 51,647 △60,356 △53.9 46,942

  評価・換算差額等合計 112,004 51,647 △60,356 △53.9 46,942

  純資産合計 3,838,679 3,831,795 △6,883 △0.2 3,883,564

  負債純資産合計 18,877,380 18,802,888 △74,492 △0.4 18,301,827
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
平成20年２月期

第１四半期 

当四半期 
平成21年２月期

第１四半期 
増  減 

（参考）前期 
(平成20年２月期)

科   目 

金   額 金   額 金   額 増減率 金   額 

  

Ⅰ 売上高 11,241,443 11,064,231 △177,211 △1.6 45,142,196

Ⅱ 売上原価 8,509,704 8,341,105 △168,598 △2.0 33,896,697

売上総利益 2,731,738 2,723,126 △8,612 △0.3 11,245,499

Ⅲ 営業収入 270,563 275,751 5,188 1.9 1,104,186

営業総利益 3,002,302 2,998,878 △3,423 △0.1 12,349,686

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,955,602 2,925,467 △30,135 △1.0 11,838,320

営業利益 46,699 73,411 26,711 57.2 511,365

Ⅴ 営業外収益 20,163 15,146 △5,017 △24.9 72,938

Ⅵ 営業外費用 50,413 50,023 △390 △0.8 205,705

経常利益 16,449 38,534 22,084 134.3 378,599

Ⅶ 特別利益 － － － － 10,122

Ⅷ 特別損失 16,173 4,528 △11,645 △72.0 115,877

税金等調整前第１四半期

（当期）純利益 
276 34,006 33,729 － 272,843

税金費用 12,954 23,702 10,747 83.0 175,576

第１四半期(当期)純利益又

は純損失（△） 
△12,678 10,303 22,982 － 97,267
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期（自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日） （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19年２月28日残高 641,808 465,258 2,698,744 3,805,811 117,713 117,713 3,923,525

第１四半期連結会計

期間中の変動額 
   

剰余金の配当  △66,457 △66,457   △66,457

第１四半期純損失

（△） 
 △12,678 △12,678   △12,678

株主資本以外の項

目の第１四半期連

結会計期間中の変

動額（純額） 

 △5,709 △5,709 △5,709

第１四半期連結会計

期間中の変動額合計 
－ － △79,135 △79,135 △5,709 △5,709 △84,845

平成19年５月31日残高 641,808 465,258 2,619,608 3,726,675 112,004 112,004 3,838,679

 

 

当第１四半期（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） （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 
自己株式 

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20年２月29日残高 641,808 465,258 2,729,554 － 3,836,621 46,942 46,942 3,883,564

第１四半期連結会計

期間中の変動額 
    

剰余金の配当   △66,457 △66,457   △66,457

第１四半期純利益   10,303 10,303   10,303

自己株式の取得   △319 △319   △319

株主資本以外の項

目の第１四半期連

結会計期間中の変

動額（純額） 

  4,704 4,704 4,704

第１四半期連結会計

期間中の変動額合計 
－ － △56,153 △319 △56,473 4,704 4,704 △51,768

平成20年５月31日残高 641,808 465,258 2,673,401 △319 3,780,148 51,647 51,647 3,831,795
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前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） （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19年２月28日残高 641,808 465,258 2,698,744 3,805,811 117,713 117,713 3,923,525

連結会計年度中の変

動額 
   

剰余金の配当  △66,457 △66,457   △66,457

当期純利益  97,267 97,267   97,267

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の変動額（純額） 

 △70,771 △70,771 △70,771

連結会計年度中の変

動額合計 
－ － 30,810 30,810 △70,771 △70,771 △39,961

平成20年２月29日残高 641,808 465,258 2,729,554 3,836,621 46,942 46,942 3,883,564
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第１四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期） 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１四半期（当期）純利益 276 34,006 272,843 

減価償却費 72,366 70,667 293,536 

長期前払費用償却費等 2,988 2,957 12,167 

減損損失 － 3,920 394 

貸倒引当金の増減額（減少：△） － － 62,504 

賞与引当金の増減額（減少：△） 130,267 132,002 2,993 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △6,794 220 1,022 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 4,270 4,518 16,481 

受取利息及び受取配当金 △5,087 △5,500 △20,848 

その他の営業外収益 △15,075 △9,645 △52,090 

支払利息 49,315 49,436 196,745 

その他の営業外費用 1,098 586 8,960 

固定資産売却益 － － △85 

固定資産除却損 6,023 607 10,537 

投資有価証券売却益 － － △7,100 

賃貸借契約解約損 10,150 － － 

売上債権の増減額（増加：△） △22,523 △61,221 △24,463 

たな卸資産の増減額（増加：△） △38,465 △97,571 30,027 

仕入債務の増減額（減少：△） 322,681 906,473 △81,959 

未払消費税等の増減額（減少：△） 151 17,239 △17,090 

預り保証金の増減額（減少：△） △2,794 △9,352 △19,382 

その他 182,692 251,137 △38,607 

小計 691,539 1,290,480 646,585 

利息及び配当金の受取額 3,575 3,990 16,464 

その他営業外収益の受取額 13,434 8,129 43,420 

利息の支払額 △47,563 △42,456 △198,210 

その他営業外費用の支払額 △498 △586 △6,560 

法人税等の支払額 △155,619 △48,775 △230,825 

営業活動によるキャッシュ・フロー 504,868 1,210,781 270,873 
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（単位：千円） 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第１四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期） 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 △500,000 △420,000 △1,990,000 

定期預金の払戻による収入 530,000 420,000 2,170,000 

有形固定資産の取得による支出 △65,394 △193,555 △276,189 

有形固定資産の売却による収入 － － 142 

投資有価証券の取得による支出 △897 △300 △22,872 

投資有価証券の売却による収入 － － 57,100 

差入保証金の増加による支出 △11,581 △8,651 △47,163 

差入保証金の減少による収入 82,515 23,510 322,292 

長期前払費用の増加による支出 － － △2,132 

その他 △4,276 △3,755 43,060 

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,365 △182,752 254,238 

    

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：△） △255,047 △222,896 △209,910 

長期借入による収入 － － 900,000 

長期借入金の返済による支出 △209,208 △309,377 △1,223,282 

自己株式の取得による支出 － △319 － 

配当金の支払額 △66,448 △66,448 △66,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー △530,704 △599,041 △599,484 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 4,529 428,986 △74,373 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 803,428 729,055 803,428 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 807,958 1,158,042 729,055 
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(5）事業部門別販売実績 

当第１四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20年２月期 第１四半期 平成21年２月期 第１四半期 （参考）平成20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 
11,151,031 99.2 10,980,798 99.2 44,792,875 99.2 

その他の事業部門 90,411 0.8 83,433 0.8 349,320 0.8 

計 11,241,443 100.0 11,064,231 100.0 45,142,196 100.0 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


