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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年２月期第１四半期  37,890  5.7  2,661  9.0  2,752  9.8  1,660  14.5

25年２月期第１四半期  35,858  0.9  2,441  △5.6  2,506  △5.4  1,450  1.1

（注）包括利益 26年２月期第１四半期 1,782百万円（ ％） 18.4   25年２月期第１四半期 1,506百万円 （ ％） 1.5

  
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 

26年２月期第１四半期  103.89  －

25年２月期第１四半期  90.75  －

  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 

26年２月期第１四半期  99,786  74,903  73.1  4,561.37

25年２月期  96,583  74,194  74.6  4,505.87

（参考）自己資本 26年２月期第１四半期 72,898百万円   25年２月期 72,012百万円 

  
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 
25年２月期  － 0.00 － 50.00  50.00

26年２月期  －       
26年２月期（予想）   0.00 － 50.00  50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成26年２月期の連結業績予想(平成25年３月１日～平成26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）  78,291  4.6  5,474  4.8  5,552  3.5  3,209  3.9  200.83

通期  154,039  3.4  10,253  3.7  10,437  2.8  6,098  9.0  381.61

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期１Ｑ 15,990,827株 25年２月期 15,990,827株

②  期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 8,995株 25年２月期 8,935株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 15,981,857株 25年２月期１Ｑ 15,981,958株

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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、実際の業績等は今後さ

まざまな要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日～平成25年５月31日）におけるわが国経済は、政権交代後の経済

政策及び金融政策への期待などにより円安・株高が進行し、景気回復の兆しが見られたものの、急激な円安による

仕入価格の高騰や電気料金の値上げ等の懸念もあり、先行き不透明な状況が続いております。 

このような環境の中、当社は経営方針を「あるべき姿」とし、全ての基本はお客様の信頼と支持であることを再

認識し、店舗、商品、接客、仕組みについて、常に「あるべき姿」を考え、それに近づく努力をいたしました。ま

た、引き続き企業理念の浸透、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、効率的な情報システム開発、人材力の強化

を行い、お客様満足度の向上に努めてまいりました。 

店舗展開につきましては、４月に八重瀬シティ（沖縄県島尻郡八重瀬町）を新規出店いたしました。また、３月

にホテルサンワ（沖縄県那覇市）を閉店いたしました。  

販売の状況につきましては、家電商品（ＩＴ関連、季節、白物）が好調に推移したことや食料品が堅調に推移し

た結果、既存店売上高前年同期比は0.7％増となりました。 

その結果、当第１四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 百万円（前年同期比

5.7％増）、営業利益は 百万円（前年同期比9.0％増）、経常利益は 百万円（前年同期比9.8％増）、

四半期純利益は 百万円（前年同期比14.5％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

当第１四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 百万円増加し、 百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金が11億79百万円、売掛金が5億24百万円、有形固定資産が9億83百万円増加し

たことによるものであります。 

（負債）  

当第１四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 百万円増加し、 百万円とな

りました。主な要因は、買掛金が14億84百万円、賞与引当金が6億49百万円増加したことと、未払法人税等が7億9

百万円減少したことによるものであります。 

（純資産）  

当第１四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 百万円増加し、 百万円となり

ました。主な要因は、利益剰余金が8億61百万円増加したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年２月期の連結業績予想につきましては、平成25年４月８日付の平成25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．当四半期決算に関する定性的情報

378億90

26億61 27億52

16億60

32億3 997億86

24億94 248億83

7億9 749億3



   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

② 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、連結会計年度に係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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,049 23,228

売掛金 1,269 1,793

商品及び製品 9,242 9,644

原材料及び貯蔵品 195 182

その他 2,136 2,455

流動資産合計 34,893 37,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,601 23,055

土地 25,470 25,959

その他（純額） 3,835 2,875

有形固定資産合計 50,907 51,890

無形固定資産   

のれん 1,106 1,065

その他 305 299

無形固定資産合計 1,411 1,364

投資その他の資産 9,370 9,226

固定資産合計 61,690 62,482

資産合計 96,583 99,786

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,729 8,214

1年内返済予定の長期借入金 534 553

未払法人税等 1,876 1,167

賞与引当金 913 1,563

商品券等回収損失引当金 24 23

その他 6,336 7,140

流動負債合計 16,414 18,662

固定負債   

長期借入金 696 1,016

退職給付引当金 1,629 1,670

資産除去債務 343 363

その他 3,304 3,170

固定負債合計 5,974 6,221

負債合計 22,388 24,883



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31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 64,525 65,386

自己株式 △25 △25

株主資本合計 71,909 72,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 102 128

その他の包括利益累計額合計 102 128

少数株主持分 2,181 2,004

純資産合計 74,194 74,903

負債純資産合計 96,583 99,786



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 33,974 35,865

売上原価 23,586 24,812

売上総利益 10,388 11,052

営業収入 1,883 2,025

営業総利益 12,272 13,077

販売費及び一般管理費 9,830 10,416

営業利益 2,441 2,661

営業外収益   

受取利息 13 13

受取配当金 5 24

債務勘定整理益 17 23

その他 43 42

営業外収益合計 79 103

営業外費用   

支払利息 8 5

商品券等回収損失引当金繰入額 3 4

その他 2 2

営業外費用合計 14 11

経常利益 2,506 2,752

特別利益   

固定資産売却益 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失   

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 2,506 2,759

法人税、住民税及び事業税 1,131 1,195

法人税等調整額 △166 △193

法人税等合計 965 1,002

少数株主損益調整前四半期純利益 1,541 1,757

少数株主利益 90 97

四半期純利益 1,450 1,660



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,541 1,757

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 25

その他の包括利益合計 △34 25

四半期包括利益 1,506 1,782

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,415 1,685

少数株主に係る四半期包括利益 90 97



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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