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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

（注）平成22年２月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年２月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率の記載はしており
ません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第2四半期 72,149 ― 5,057 ― 5,191 ― 3,034 ―
22年2月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年2月期第2四半期 189.84 ―
22年2月期第2四半期 ― ―

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

23年2月期第2四半期 86,160 60,557 68.5 3,690.93
22年2月期 88,018 57,997 64.3 3,539.78

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  58,988百万円 22年2月期  56,572百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 37.00 37.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想） ― 37.00 37.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 140,142 2.3 9,185 4.3 9,343 4.2 5,461 9.4 341.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この４半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 15,990,827株 22年2月期  15,990,827株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  8,818株 22年2月期  8,744株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 15,982,033株 22年2月期2Q 15,982,365株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年８月31日）におけるわが国経済は、景気刺激策等によ

り一部に景気の持ち直しの動きが見られたものの、株安、円高傾向などの不安材料から先行き不透明感を払拭でき

ず、雇用情勢、個人消費など依然として厳しい状況で推移いたしました。 

小売業界におきましては、個人消費が低迷する中、他業態を巻き込んだ競争の激化や低価格販売による競争によ

り商品単価が下落するなど、依然と厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループの中核である「株式会社サンエー」は、経営方針を「お客様の立場で考え

る」とし、全ての基本はお客様の信頼と支持が原点であることを再認識し、企業理念の浸透、七大基本（クリンリ

ネス、鮮度と味、品揃え、価格、陳列技術、サービス、正しい表示）の徹底、既存店の活性化、効率化を図るとと

もに商品力の強化、情報システム開発、人事制度改革等を行いました。 

店舗展開につきましては、３月に「Ｖ21うえばる食品館」（沖縄県那覇市）、４月に「豊見城ウイングシティ」

（沖縄県豊見城市）を改装し、その一部に「薬マツモトキヨシ」を出店、４月に「つかざんシティ」（沖縄県島尻

郡南風原町）、６月に「与勝シティ」（沖縄県うるま市）のフードコートを改装し、「大阪王将」を出店いたしま

した。また、８月に「はません店」（熊本県熊本市）、「ピッツェリアマリノ光の森店」（熊本県菊池郡菊陽町）

を退店いたしました。 

なお、９月に「真栄原店」（沖縄県宜野湾市）を閉店いたしました。 

連結子会社の株式会社ローソン沖縄は、４店舗新規出店し、１店舗退店いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益（売上高及び営業収入）は721億49百万円、営業利益は

50億57百万円、経常利益は51億91百万円、四半期純利益は30億34百万円となりました。 

なお、平成22年２月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん（以下「（２）連結財政状態に関する定性的情報」においても同じ。）。 

  

「小売部門」 

小売部門におきましては、家電商品の好調と食料品が堅調に推移した結果、売上高は652億76百万円となりま

した。 

衣料品は、商品単価の下落や天候不順等の影響もあり、売上高は71億56百万円となりました。 

住居関連用品は、経済対策によるエコポイント効果により家電商品が好調に推移し、売上高は199億円となり

ました。 

食料品は、低価格販売による競争激化で商品単価が下落しましたが、お客様のニーズに対応した販売促進を実

施したことと、行事（旧盆、前年は９月１日～９月３日）の影響により、売上高は382億19百万円となりまし

た。 

「外食及びホテル部門」 

外食及びホテル部門におきましては、お客様の低価格志向が強まる中、ＱＳＣ（良い品質、良いサービス、清

潔な環境）の向上に努めてまいりました。その結果、売上高は31億76百万円となりました。 

「ＣＶＳ（コンビニエンスストア）」 

ＣＶＳ部門におきましては、個人消費の低迷や天候不順が続いたことにより、厳しい環境となりましたが、株

式会社ローソンの企業理念「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします。」の具現化を目指し、ＣＶＳ事

業及びその他の事業を通じたＣＳ（お客さま満足）の向上を実現するための施策を実行いたしました。また、沖

縄の企業として地域に密着した商品開発・販売促進を実施いたしました。その結果、売上高（直営店）は1億65

百万円、営業収入は14億84百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して18億58百万円減少し、861億60百万円と

なりました。 

主な要因は、「現金及び預金」が減少したことによるものであります。 

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して44億17百万円減少し、256億2百万円となり

ました。 

主な要因は、前連結会計年度末が金融機関の休業日のため、仕入債務等62億83百万円の支払が当第２四半期連結

累計期間に繰越され仕入債務等が減少したことによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して25億59百万円増加し、605億57百万円と

なりました。 

主な要因は、利益剰余金が24億42百万円増加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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より

23億67百万円減少し、173億76百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動に使用した資金は2億38百万円となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益51億83百万円の計上があったものの、前連結会計年度末が金融機関の

休業日のため、仕入債務等の支払62億83百万円が当第２四半期連結累計期間に繰越されたことによるものであり

ます。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動に使用した資金は11億76百万円となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億48百万円であります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動に使用した資金は9億52百万円となりました。 

主な要因は、長期借入金の返済による支出2億92百万円及び配当金の支払額5億88百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月の連結業績予想につきましては、平成22年４月14日付の平成22年２月期決算短信で発表いたしまし

た連結業績予想から変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要  

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

  

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,376 19,743 

売掛金 1,760 1,225 

商品及び製品 8,419 8,203 

原材料及び貯蔵品 184 183 

その他 2,021 1,803 

流動資産合計 29,762 31,158 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,978 19,792 

土地 23,583 22,880 

その他（純額） 2,538 2,647 

有形固定資産合計 45,101 45,320 

無形固定資産   

のれん 1,515 1,597 

その他 334 333 

無形固定資産合計 1,850 1,931 

投資その他の資産 9,447 9,608 

固定資産合計 56,398 56,859 

資産合計 86,160 88,018 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,429 11,105 

1年内返済予定の長期借入金 585 585 

未払法人税等 2,213 1,967 

賞与引当金 1,142 853 

商品券等回収損失引当金 22 24 

その他 5,930 7,861 

流動負債合計 18,324 22,397 

固定負債   

長期借入金 2,110 2,403 

退職給付引当金 1,877 1,844 

役員退職慰労引当金 424 406 

その他 2,865 2,968 

固定負債合計 7,278 7,623 

負債合計 25,602 30,020 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,723 3,723 

資本剰余金 3,686 3,686 

利益剰余金 51,460 49,018 

自己株式 △24 △24 

株主資本合計 58,845 56,403 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 169 

評価・換算差額等合計 142 169 

少数株主持分 1,568 1,424 

純資産合計 60,557 57,997 

負債純資産合計 86,160 88,018 
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（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 68,618 

売上原価 47,911 

売上総利益 20,706 

営業収入 3,531 

営業総利益 24,237 

販売費及び一般管理費  

給料 6,344 

賞与引当金繰入額 1,142 

退職給付費用 121 

役員退職慰労引当金繰入額 17 

減価償却費 1,445 

のれん償却額 81 

その他 10,026 

販売費及び一般管理費合計 19,180 

営業利益 5,057 

営業外収益  

受取利息 31 

受取配当金 12 

債務勘定整理益 26 

その他 113 

営業外収益合計 183 

営業外費用  

支払利息 27 

商品券等回収損失引当金繰入額 5 

その他 15 

営業外費用合計 48 

経常利益 5,191 

特別損失  

固定資産除却損 8 

特別損失合計 8 

税金等調整前四半期純利益 5,183 

法人税、住民税及び事業税 2,148 

法人税等調整額 △144 

法人税等合計 2,004 

少数株主利益 144 

四半期純利益 3,034 
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 5,183 

減価償却費 1,445 

のれん償却額 81 

固定資産除却損 8 

賞与引当金の増減額（△は減少） 289 

受取利息及び受取配当金 △43 

支払利息 27 

売上債権の増減額（△は増加） △535 

たな卸資産の増減額（△は増加） △217 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,675 

未払金の増減額（△は減少） △941 

預り金の増減額（△は減少） △548 

その他 △437 

小計 1,637 

法人税等の支払額 △1,875 

営業活動によるキャッシュ・フロー △238 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,248 

利息及び配当金の受取額 24 

その他 46 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,176 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △292 

利息の支払額 △27 

配当金の支払額 △588 

リース債務の返済による支出 △43 

自己株式の取得による支出 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △952 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,367 

現金及び現金同等物の期首残高 19,743 

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,376 
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

小売部門の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの

資産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日）  

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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四半期個別財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

                                         （単位：百万円）  

【参考】

  

  

当第２四半期会計期間末  

（平成22年８月31日）  

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年２月28日）  

資産の部      

流動資産         

現金及び預金 17,143 19,692

売掛金 1,760 1,225

商品及び製品  8,406 8,196

原材料及び貯蔵品  184 183

その他  1,552 1,403

流動資産合計  29,048 30,701

固定資産          

有形固定資産          

建物（純額）  17,490 18,289

土地  23,583 22,880

その他（純額）  2,949 3,120

有形固定資産合計  44,024 44,289

無形固定資産  333 332

投資その他の資産  10,662 10,792

固定資産合計  55,020 55,414

資産合計  84,068 86,116
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ

ー対象ではありません。  

  

  

当第２四半期会計計期間末  

（平成22年８月31日）  

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年２月28日）  

負債の部          

流動負債          

買掛金  8,429 11,105

１年内返済予定の長期借入金  585 585

未払法人税等  2,212 1,967

賞与引当金  1,111 839

商品券等回収損失引当金  22 24

その他  5,849 7,813

流動負債合計   18,211 22,335

固定負債          

長期借入金  2,110 2,403

退職給付引当金  1,877 1,844

役員退職慰労引当金  420 405

その他  2,539 2,565

固定負債合計  6,948 7,219

負債合計 25,159 29,554

純資産の部          

株主資本          

資本金  3,723 3,723

資本剰余金  3,686 3,686

利益剰余金  51,380 49,007

自己株式  △24 △24

株主資本合計  58,765 56,392

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金  142 169

評価・換算差額等合計  142 169

純資産合計  58,908 56,561

負債純資産合計  84,068 86,116
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（２）四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間）  

  

  

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ

ー対象ではありません。 

  

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 

至 平成21年８月31日）  

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日）  

売上高  67,004 68,452

売上原価  46,714 47,788

売上総利益  20,289 20,664

営業収入  2,050 2,047

営業総利益  22,340 22,711

販売費及び一般管理費  17,593 17,859

営業利益 4,747 4,852

営業外収益          

受取利息  16 31

受取配当金  14 12

債務勘定整理益  22 26

その他  78 101

営業外収益合計  131 170

営業外費用          

支払利息  33 27

その他  7 20

営業外費用合計  41 47

経常利益  4,837 4,975

特別損失          

固定資産除却損  6 6

減損損失  365 －

特別損失合計  371 6

税引前四半期純利益  4,466 4,968

法人税、住民税及び事業税  2,172 2,148

法人税等調整額  △291 △144

法人税等合計  1,880 2,003

四半期純利益  2,585 2,964
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