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（百万円未満切捨て） 
１． 平成27年２月期第１四半期の業績（平成26年３月１日～平成26年５月３１日） 

(1) 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 ％

平成27年2月期第1四半期 27,986 16.9 47 △73.9 43   △79.0 △25 ― 

平成26年2月期第1四半期 23,938 ― 180 ― 208 ― 103 ― 

 
  

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

平成27年2月期第1四半期 △1.42 ― 

平成26年2月期第1四半期 5.87 5.86

 
 (2) 財政状態                                        

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

平成27年2月期第1四半期 26,895 3,548 13.1 

平成26年2月期 23,823 3,469 14.5 

(参考) 自己資本 平成27年2月期第1四半期 3,526百万円        平成26年2月期 3,447百万円 
 
 
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 

平成26年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 

平成27年2月期 ―     

平成27年2月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00 

（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．平成27年２月期の業績予想（平成26年３月１日～平成27年２月２８日）         

                                      （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

  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

第2四半期累計 58,000 16.1 500 98.7 450 60.6 200 94.0 11.37

通期 115,000 16.3 900 106.1 800 59.8 400 ― 22.73

（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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

   

（２）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 

 

（３）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） 平成27年２月期１Ｑ 13,120,000株 平成26年２月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 平成27年２月期１Ｑ 7,886株 平成26年２月期 7,866株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 平成27年２月期１Ｑ 13,112,138株 平成26年２月期１Ｑ 11,992,194株

    

※ 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の対象外でありますが、平成26年７月１日付にて、金融

商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 

※ 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予想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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

・上記１.「平成27年２月期第１四半期の業績」(1)「経営成績（累計）」の「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」及び３.「平成27年２月期の業績予想」の「１株当たり当期純利益」の金額については、Ａ種種類株式が

転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均株式数に加えて算定しております。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（1）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における経営環境は、政府の経済政策や金融緩和を背景に一部企業の業績

が回復するなど景気の緩やかな回復の動きが見られましたが、消費税率引き上げによる可処分所得

の減少懸念や輸入原材料の値上げ圧力が強まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いており

ます。当社がスーパーマーケットとして営業基盤とする北東北エリアにおいても、人口減少ととも

に雇用不安と個人消費の停滞が長期化し、お客さまの生活防衛志向や節約志向が継続して、競合各

社との価格競争に加え業種・業態を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。 

こうした中で当社は、収益力の向上、店舗網の再構築、財務体質の抜本的な強化の三本柱を主軸

とした「事業構造改革」に継続して取り組むとともに、去る３月１日付で岩手県を地盤とするマッ

クスバリュ北東北株式会社と合併し両社の経営資源の集中と効率化により強固な事業基盤の構築

に努めることといたしました。これにより当社は、青森県 23 店舗、秋田県 37 店舗、岩手県 10 店

舗、山形県 26 店舗、新潟県 7店舗の合計 103 店舗の体制で今期をスタートいたしました。 

当第１四半期累計期間においては、大型改装を１店舗実施しデリカコーナーのリニューアルやノ

ンフーズ売場の拡充により品揃えの幅を拡大したほか、売場ゾーンの見直しや商品構成の変更など

を行う改装を６店舗実施して、シニア対応の強化と立地特性に合わせた魅力的な売場づくりを進め

てまいりました。また、生鮮食品部門でのイオンのブランド「トップバリュ」商品の拡大などによ

り価格競争力の強化に努めるとともに、小容量パックの充実や調理の手間を省く商品の品揃え、デ

ザートの充実などに努めました。 

当第１四半期累計期間では、消費税率引き上げ前後の駆け込み需要とその反動があり、期間中の

お客さま一人当たり買上点数は既存店ベースで対前年同期比 97.9％、客数は同 99.6％、客単価は

同 100.3％となり、結果として既存店売上高は同 99.9％となりました。また、付加価値を高めた即

食性・簡便性を持つ商品群の充実や売価変更ロスの削減などに努めた結果、売上総利益率は前年同

期比 0.3 ポイント上昇し 22.0％となりました。一方経費面では、収益性の向上のためコスト構造改

革を継続して進めておりますが、販売費及び一般管理費の総額は既存店ベースで対前年同期比

101.1％となりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は営業収益 279 億 86 百万円（対前年同期比 116.9％）、

営業利益 47 百万円(対前年同期比 26.1％）、経常利益 43 百万円（対前年同期比 21.0％）となり、

期間中減損損失等の計上があったことから四半期純損失 25 百万円（前年同期は 103 百万円の四半

期純利益）となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ 19 億 58 百万円増加し、85 億 34 百万円となりました。増減の

主な内訳は、現金及び預金が５億 22 百万円、商品が３億 88 百万円、電子マネー決済の増加等で未

収入金が 10 億８百万円増加したこと等によります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ 11 億 13 百万円増加し、183 億 60 百万円となりました。増減の

主な内訳は、合併による有形固定資産 12 億 77 百万円の受入等で有形固定資産が 10 億２百万円、

投資その他の資産が１億８百万円増加したこと等によります。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べ 30 億 72 百万円増加し、268 億 95 百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べ 32 億 10 百万円増加し、200 億８百万円となりました。増減の

主な内容は、当四半期会計期間末日が金融機関休業日のため決済が翌四半期会計期間へ回ったこと

と合併等により、買掛金が 33 億 45 百万円、未払金及び未払費用が６億 86 百万円増加し、短期借

入金が 16 億円減少したこと等によります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ２億 17 百万円減少し、33 億 38 百万円となりました。これは、

主に長期借入金が２億 42 百万円減少したこと等によります。 
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この結果、負債合計は前事業年度末に比べ29億 92百万円増加し、233億 46百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べ 79 百万円増加し、35 億 48 百万円となりました。これは、合

併による資本金の増加１億円及び資本剰余金の増加３百万円と四半期純損失を 25 百万円計上した

こと等によります。 

 

（3）業績予想に関する定性的情報 

2015 年２月期の業績予想につきましては、2014 年４月８日に公表いたしました 2015 年２月期第

２四半期累計期間及び通期業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更、修正再表示 

   該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2014年２月28日) 
当第１四半期会計期間 
(2014年５月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 822,081 1,344,425 

売掛金 108,116 172,067 

商品 2,594,478 2,982,517 

貯蔵品 33,339 38,179 

前払費用 305,243 281,008 

繰延税金資産 91,509 91,193 

未収入金 2,467,958 3,476,596 

その他 154,943 152,392 

貸倒引当金 △1,026 △3,564 

流動資産合計 6,576,642 8,534,817 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 8,849,387 9,626,841 

工具、器具及び備品（純額） 1,267,101 1,480,245 

土地 5,188,682 5,148,780 

建設仮勘定 21,791 73,283 

有形固定資産合計 15,326,963 16,329,150 

無形固定資産 22,148 25,062 

投資その他の資産    

投資有価証券 99,225 102,251 

長期前払費用 470,636 489,160 

差入保証金 1,277,681 1,365,802 

その他 52,972 51,877 

貸倒引当金 △2,757 △2,457 

投資その他の資産合計 1,897,758 2,006,633 

固定資産合計 17,246,870 18,360,846 

資産合計 23,823,513 26,895,663 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2014年２月28日) 
当第１四半期会計期間 
(2014年５月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 7,564,767 10,910,098 

短期借入金 4,100,000 2,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 661,600 618,800 

未払金及び未払費用 1,933,916 2,620,694 

未払法人税等 157,151 48,290 

未払消費税等 473,149 256,912 

賞与引当金 107,219 245,886 

設備関係支払手形 175,676 488,159 

資産除去債務 － 9,000 

店舗閉鎖損失引当金 13,536 11,146 

その他 1,610,840 2,299,149 

流動負債合計 16,797,859 20,008,137 

固定負債    

長期借入金 530,700 287,800 

退職給付引当金 338,108 324,801 

長期預り保証金 1,427,897 1,454,053 

繰延税金負債 182,234 188,062 

資産除去債務 963,867 1,026,708 

その他 113,539 57,423 

固定負債合計 3,556,347 3,338,849 

負債合計 20,354,206 23,346,986 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,585,000 3,685,000 

資本剰余金 4,062,645 4,065,983 

利益剰余金 △4,225,772 △4,251,682 

自己株式 △7,258 △7,277 

株主資本合計 3,414,613 3,492,023 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 32,954 34,914 

評価・換算差額等合計 32,954 34,914 

新株予約権 21,739 21,739 

純資産合計 3,469,306 3,548,677 

負債純資産合計 23,823,513 26,895,663 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2014年３月１日 
 至 2014年５月31日) 

売上高 23,464,797 27,492,362 

売上原価 18,380,867 21,451,072 

売上総利益 5,083,929 6,041,289 

その他の営業収入 473,400 493,652 

営業総利益 5,557,329 6,534,942 

販売費及び一般管理費 5,376,386 6,487,661 

営業利益 180,943 47,280 

営業外収益    

受取利息 669 631 

受取配当金 973 985 

債務勘定整理益 2,670 3,506 

補助金収入 3,792 120 

受取保険金 29,601 1,351 

貸倒引当金戻入額 1,239 － 

その他 3,938 2,248 

営業外収益合計 42,885 8,843 

営業外費用    

支払利息 12,121 10,778 

リース解約損 1,582 - 

その他 1,216 1,443 

営業外費用合計 14,919 12,221 

経常利益 208,908 43,901 

特別利益    

固定資産売却益 － 92 

特別利益合計 － 92 

特別損失    

減損損失 24,746 42,454 

店舗閉鎖損失 － 641 

特別損失合計 24,746 43,095 

税引前四半期純利益 184,162 898 

法人税、住民税及び事業税 41,258 32,909 

法人税等調整額 39,617 △6,101 

法人税等合計 80,875 26,808 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 103,286 △25,909 
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（3）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   当社は、2014年３月１日付で当社を存続会社、マックスバリュ北東北株式会社を消

滅会社とする吸収合併をいたしました。この結果、当第１四半期累計期間において、

資本金が 100,000 千円、資本剰余金が 3,338 千円増加し、当第１四半期会計期間末に
おいて、資本金が 3,685,000千円、資本剰余金が 4,065,983千円となっております。 

 
（5）重要な後発事象 
      該当事項はありません。 
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