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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第55期

第１四半期累計期間
第56期

第１四半期累計期間
第55期

会計期間
自  平成24年３月１日
至  平成24年５月31日

自  平成25年３月１日
至  平成25年５月31日

自  平成24年３月１日
至  平成25年２月28日

売上高 (百万円) 19,682 20,714 81,716

経常利益 (百万円) 541 636 2,468

四半期(当期)純利益 (百万円) 291 372 1,408

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 1,167 1,167 1,167

発行済株式総数 (株) 18,144,000 18,144,000 18,144,000

純資産額 (百万円) 12,919 14,209 14,037

総資産額 (百万円) 38,639 40,750 40,819

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 16.07 20.52 77.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 11.00

自己資本比率 (％) 33.4 34.9 34.4

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がないため記載しておりません。

４　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 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和をはじめとした各種政策及び米国経済の回復基

調と相まって円安や株価上昇傾向で推移し、輸出関連企業を中心に景気は回復しつつありました。しかし、

財政健全化問題及び消費税増税など将来への不安感などから、全般的な国内経済の回復までには至りませ

んでした。

小売業界におきましては、雇用、所得環境の低迷、電力価格上昇及び消費税増税を控え、生活防衛意識は変

わらず、消費者の節約志向、価格の低下傾向が続きました。また、競合店の新規出店及び業態間競争などによ

る集客及び価格競争が続きました。

このような状況の中で当社は、「食を通じて地域社会に貢献する」という理念の下、「地域一番お客様貢

献店」を目指し次の取り組みなどを行いました。

商品面におきましては、「生活防衛企画」である「低価格最善選」及び「緊急３０品目の値下げ」の継

続により、価格訴求を行うとともに、当社プライベート・ブランド商品の「ハローズセレクション」の開発

にも引き続き注力し、商品の充実に努めました。また、「早島物流センター」及び前期に開設した「坂出低

温センター」の運用により商品調達コストの低減にも継続して取り組みました。

店舗運営面におきましては、お客様に安全・安心な商品をご提供するため、鮮度・品質管理の強化、基本

である加工技術及び店舗コンディションの向上に継続して努めました。また、東福山店（広島県福山市）、

井原店（岡山県井原市）の大規模な改装をはじめとして、十日市店（岡山県岡山市）、東尾道店（広島県尾

道市）、御幸店（広島県福山市）などの改装を行い、店舗の魅力アップを図りました。

店舗開発面では、当第１四半期累計期間中の新規出店はなく、店舗数は広島県20店舗、岡山県23店舗、香川

県９店舗、愛媛県４店舗の合計56店舗で、前事業年度末から変動はありません。

経費面におきましては、前期に委員会などで取り組んだ業務改革や競争見積りなどを継続するとともに、

新たな委員会を設けるなどして取り組みを強化しました。また、店舗改装時に行った空調設備、陳列設備の

更新、改装店舗を含めた一部既存店舗での照明のＬＥＤ化など、省エネ型設備による電気使用量・メンテナ

ンス費用の削減も行いました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は207億14百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は６億62

百万円（前年同期比17.3％増）、経常利益は６億36百万円（前年同期比17.4％増）、四半期純利益は３億72

百万円（前年同期比27.7％増）となりました。

また、当社は商品小売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績は記載しておりません。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期累計期間において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。

資産の部においては、有形固定資産は、26百万円増加し283億57百万円となりました。

負債の部においては、流動負債は、買掛金の増加５億88百万円及び未払法人税等の減少３億66百万円が

あったことなどにより、２億42百万円増加し102億10百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少５

億50百万円などにより、４億82百万円減少し163億30百万円となりました。

純資産の部においては、利益剰余金の増加等により、１億72百万円増加し142億９百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,200,000

計 49,200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年７月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,144,00018,144,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は、
100株であります。

計 18,144,00018,144,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成25年３月１日～
平成25年５月31日

― 18,144,000 ― 1,167 ― 1,110
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 200

　

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,143,400
　

181,434 ―

単元未満株式 普通株式 400
　

― ―

発行済株式総数 18,144,000 ― ―

総株主の議決権 ― 181,434 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権11 

個）含まれております。

２　「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式12株を含んでおります。

３  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成25年２月28日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ハローズ
広島県福山市南蔵王町
六丁目26-7

200 ― 200 0.00

計 ― 200 ― 200 0.00

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年３月１日から

平成25年５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年３月１日から平成25年５月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,091 2,126

売掛金 3 3

商品 1,968 2,082

貯蔵品 1 2

その他 1,350 1,164

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 5,416 5,378

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 26,096 26,339

減価償却累計額 △8,695 △8,996

建物及び構築物（純額） 17,401 17,342

土地 9,115 9,150

その他 3,982 4,173

減価償却累計額 △2,169 △2,309

その他（純額） 1,813 1,864

有形固定資産合計 28,331 28,357

無形固定資産

その他 224 220

無形固定資産合計 224 220

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,703 1,705

建設協力金 735 723

長期前払費用 3,806 3,762

その他 602 602

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 6,846 6,793

固定資産合計 35,402 35,372

資産合計 40,819 40,750
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,062 4,650

1年内返済予定の長期借入金 2,623 2,476

リース債務 183 188

未払金 816 716

未払費用 718 919

未払法人税等 638 271

ポイント引当金 289 302

その他 636 685

流動負債合計 9,968 10,210

固定負債

長期借入金 12,010 11,460

リース債務 185 227

退職給付引当金 318 325

役員退職慰労引当金 269 274

資産除去債務 758 766

預り建設協力金 1,448 1,435

長期預り敷金保証金 1,337 1,344

長期前受収益 462 475

その他 21 19

固定負債合計 16,812 16,330

負債合計 26,781 26,541

純資産の部

株主資本

資本金 1,167 1,167

資本剰余金 1,110 1,110

利益剰余金 11,758 11,931

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,036 14,209

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 14,037 14,209

負債純資産合計 40,819 40,750
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年５月31日)

売上高 19,682 20,714

売上原価 15,031 15,779

売上総利益 4,650 4,934

営業収入 588 650

営業総利益 5,239 5,584

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 174 204

消耗品費 206 202

給料及び賞与 1,943 2,031

退職給付費用 10 9

役員退職慰労引当金繰入額 4 4

法定福利及び厚生費 229 246

地代家賃 539 572

賃借料 83 67

水道光熱費 378 390

修繕費 83 106

減価償却費 437 474

租税公課 100 102

その他 480 508

販売費及び一般管理費合計 4,674 4,922

営業利益 565 662

営業外収益

受取利息 4 4

仕入割引 10 8

その他 14 10

営業外収益合計 29 23

営業外費用

支払利息 52 49

その他 0 0

営業外費用合計 52 50

経常利益 541 636

特別利益

賃貸借契約解約益 － 8

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 8

特別損失

固定資産除却損 2 1

固定資産売却損 3 11

特別損失合計 6 12

税引前四半期純利益 536 632

法人税等 244 259

四半期純利益 291 372
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期累計期間
(自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年３月１日以降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１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第１四半期累計期間

(自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日)

税金費用の計算 　当事業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実効税率を乗じて算出する方法を採用

しております。
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
(自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年３月１日
至　平成25年５月31日)

減価償却費 437百万円 474百万円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年５月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月24日
定時株主総会

普通株式 199 11平成24年２月29日 平成24年５月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月23日
定時株主総会

普通株式 199 11平成25年２月28日 平成25年５月24日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

当社の所有する株式は、事業の運営において重要なものではありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社は、関連会社がないため、記載しておりません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、商品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
至  平成24年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年３月１日
至  平成25年５月31日)

   １株当たり四半期純利益 16円07銭 20円52銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(百万円) 291 372

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益(百万円) 291 372

    普通株式の期中平均株式数(株) 18,143,832 18,143,788

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年７月11日

株式会社ハローズ

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    濱    田    芳    弘    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    下    西    富    男    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ハローズの平成25年３月１日から平成26年２月28日までの第56期事業年度の第１四半期会計期間(平成

25年３月１日から平成25年５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年３月１日から平成25年５月31日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハローズの平成25年５月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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