
    

１．平成23年１月期第２四半期の業績（平成22年１月21日～平成22年７月20日） 

  

  

（２）財政状態 

  

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 

  

３．平成23年１月期の業績予想（平成22年１月21日～平成23年１月20日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年１月期第２四半期  39,863  7.7  610  △35.0  578  △38.2  200  △61.4

22年１月期第２四半期  37,021  －  939  －  935  －  519  －

  
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１月期第２四半期  19  26  －  －

22年１月期第２四半期  58  39  －  －

  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１月期第２四半期  41,358  13,151  31.8  1,262  66

22年１月期  42,094  13,070  31.0  1,254  80

（参考）自己資本 23年１月期第２四半期 13,151百万円   22年１月期 13,070百万円

  
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 

22年１月期 －  － 5 00 － － 5 00  10  00

23年１月期 －  － 5 00

23年１月期（予想） － － 5 00  10  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  84,000  6.4  1,800  17.1  1,750  17.5  725  2.9  69  60



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２.その他の情報」をご覧下さい。） 

（１）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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期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。 

  

（３）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、この四半期決算短信

の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。 

  

※  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の見通し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、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［添付資料］Ｐ．２「１．当四半期の業績等に関

する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年１月期２Ｑ 10,417,350株 22年１月期 10,417,350株

②  期末自己株式数 23年１月期２Ｑ 1,366株 22年１月期 1,140株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年１月期２Ｑ 10,416,158株 22年１月期２Ｑ 8,894,385株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年１月21日～平成22年７月20日）におけるわが国の経済は、企業収益に回復基調が

見られるものの、未だ失業率が高い水準で推移するなど雇用情勢は厳しい状況が続き、国内経済は本格的な景気回復

には至らず、依然として個人消費が低迷する厳しい状況が続いております。 

当業界におきましても、個人所得の伸び悩みや雇用不安による消費者の生活防衛意識の高まりから低価格志向が強

まったことから企業間の価格競争は一層激しくなり、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しました。  

このような中、当社は、合併によるスケールメリットを創出し、消費者の多様な価値観に応えられる商品を提案し

てまいりました。  

結果、当第２四半期累計期間の売上高につきましては、新規出店による店舗数の増加により398億63百万円（前年

同期比7.7％増）となりました。  

当第２四半期累計期間の利益につきましては、販売費及び一般管理費が前年同期比11.8％増となり、営業利益６億

10百万円（前年同期比35.0％減）、経常利益５億78百万円（前年同期比38.2％減）、四半期純利益２億円（前年同期

比61.4％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の財政状態は、総資産413億58百万円、純資産131億51百万円、自己資本比率31.8％、１株

当たり純資産1,262円66銭となりました。なお、総資産は前事業年度末と比較しますと７億35百万円減少しておりま

すが、これは現金及び預金の減少が主たる要因であります。  

  

当第２四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が前事業

年度末比16億38百万円減少し、36億37百万円となりました。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は８億41百万円（前年同期比11億38百万円減）とな

りました。  

 これは主に、売上債権及びたな卸資産の増加が前年同期に比べ減少したこと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）  

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は６億70百万円（前年同期比４億22百万円減）とな

りました。  

 これは主に、貸付金の純増減がなかったこと及び固定資産の取得による支出が前年同期に比べ減少したことによ

るものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は１億26百万円（前年同期は10億47百万円の収入）

となりました。  

これは主に、株式発行による収入がなかったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年１月期通期の業績予想につきましては、平成22年５月28日の第１四半期決算短信発表時に公表いたしまし

た業績予想を変更しておりません。 なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成22年８月27日）公表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

（1）税金費用の計算 

税金費用については、原則として年度決算と同様な方法により計算しておりますが、加味する加減算項目や

税額控除項目を重要なものに限定し算出しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示して

おります。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,638,310 5,276,983

受取手形及び売掛金 405,834 438,030

売上預け金 2,854,376 2,521,471

商品 17,031,410 16,616,879

その他 1,925,858 1,967,382

流動資産合計 25,855,791 26,820,747

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,556,502 3,312,995

土地 1,307,359 1,307,359

その他（純額） 1,352,148 1,399,484

有形固定資産合計 6,216,011 6,019,840

無形固定資産 554,089 492,491

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,932,415 6,913,459

その他 1,811,621 1,859,242

貸倒引当金 △10,978 △10,978

投資その他の資産合計 8,733,059 8,761,723

固定資産合計 15,503,160 15,274,055

資産合計 41,358,952 42,094,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,024,292 16,608,774

短期借入金 2,800,000 4,000,000

1年内償還予定の社債 100,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,685,000 1,598,540

未払法人税等 304,359 419,949

店舗閉鎖損失引当金 38,993 39,329

ポイント引当金 205,299 205,816

賞与引当金 84,350 73,989

役員業績報酬引当金 21,620 37,560

その他 2,548,430 2,574,478

流動負債合計 23,812,345 25,758,437

固定負債   

長期借入金 4,159,500 3,020,000

退職給付引当金 22,022 23,403

役員退職慰労引当金 157,949 169,408

執行役員退職慰労引当金 3,730 3,525
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月20日) 

その他 51,537 49,803

固定負債合計 4,394,740 3,266,140

負債合計 28,207,086 29,024,578

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,326,622 3,326,622

資本剰余金 3,157,030 3,157,030

利益剰余金 6,493,849 6,345,338

自己株式 △1,192 △969

株主資本合計 12,976,309 12,828,022

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175,556 242,202

評価・換算差額等合計 175,556 242,202

純資産合計 13,151,866 13,070,224

負債純資産合計 41,358,952 42,094,802
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年７月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月21日 
 至 平成22年７月20日) 

売上高 37,021,595 39,863,034

売上原価 22,255,007 23,794,506

売上総利益 14,766,588 16,068,527

販売費及び一般管理費 13,827,208 15,457,634

営業利益 939,379 610,892

営業外収益   

受取利息 6,661 3,764

受取配当金 21,432 21,538

デリバティブ利益 6,957 －

その他 23,005 3,215

営業外収益合計 58,057 28,518

営業外費用   

支払利息 56,443 51,353

デリバティブ損失 － 6,096

その他 5,432 3,607

営業外費用合計 61,876 61,056

経常利益 935,561 578,354

特別損失   

固定資産除却損 2,912 41,964

投資有価証券評価損 － 2,841

店舗閉鎖損失引当金繰入額 43,503 24,608

その他 4,988 －

特別損失合計 51,404 69,415

税引前四半期純利益 884,156 508,939

法人税等 364,814 308,347

四半期純利益 519,342 200,591
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21年７月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成22年７月20日) 

売上高 21,527,702 20,977,775

売上原価 12,994,325 12,484,581

売上総利益 8,533,376 8,493,193

販売費及び一般管理費 7,927,575 7,908,018

営業利益 605,801 585,175

営業外収益   

受取利息 2,382 1,494

受取配当金 20,519 21,528

その他 20,407 1,423

営業外収益合計 43,309 24,447

営業外費用   

支払利息 29,307 25,183

デリバティブ損失 － 6,810

その他 13,244 1,666

営業外費用合計 42,552 33,660

経常利益 606,558 575,963

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 7,289 －

特別利益合計 7,289 －

特別損失   

固定資産除却損 2,912 34,757

店舗閉鎖損失引当金繰入額 43,503 10,324

その他 4,988 240

特別損失合計 51,404 45,321

税引前四半期純利益 562,443 530,641

法人税等 323,578 251,404

四半期純利益 238,864 279,236
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年７月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月21日 
 至 平成22年７月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 884,156 508,939

減価償却費 406,076 497,749

売上債権の増減額（△は増加） △3,167,248 △300,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,215,603 △405,750

仕入債務の増減額（△は減少） 1,087,535 △584,481

その他 401,284 △206,978

小計 △1,603,799 △491,230

利息及び配当金の受取額 28,475 25,101

利息の支払額 △58,569 △54,417

法人税等の支払額 △346,276 △320,826

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,980,168 △841,373

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 △2,000 △1,000

定期預金の払戻による収入 2,002,000 1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,373,788 △574,022

敷金及び保証金の差入による支出 △432,375 △160,415

貸付金の純増減額（△は増加） △1,500,000 －

その他 213,007 63,559

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,093,156 △670,879

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 715,500 △1,200,000

長期借入れによる収入 － 2,100,000

長期借入金の返済による支出 △676,032 △874,040

社債の償還による支出 △200,000 △100,000

株式の発行による収入 1,242,952 －

自己株式の取得による支出 △615 △223

配当金の支払額 △33,834 △52,156

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,047,969 △126,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,025,354 △1,638,672

現金及び現金同等物の期首残高 4,273,261 5,275,983

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 69,519 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,317,426 3,637,310
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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）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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