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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年2月期第２四半期の業績（平成23年３月１日～平成23年８月31日）

 (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 ％

24年2月期第２四半期 38,433 7.8 1,197 △13.7 1,142 △13.5 533 △26.7

23年2月期第２四半期 35,664 3.6 1,386 35.2 1,320 33.1 728 32.0

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

24年2月期第２四半期 29 41 － －

23年2月期第２四半期 40 12 － －

 (2) 財政状態

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

24年2月期第２四半期 38,311 12,041 31.4 663 69

23年2月期 37,803 11,707 31.0 645 28

(参考) 自己資本 24年2月期第２四半期 12,041百万円 23年2月期 11,707百万円

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

23年2月期 － 0 00 － 11 00 11 00

24年2月期 －

24年2月期(予想) 0 00 － 11 00 11 00

3. 平成24年2月期の業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日）

(％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 77,200 8.0 2,620 8.5 2,517 8.8 1,300 34.0 71 64



  

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

・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、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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績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、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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年2月期2Ｑ 18,144,000株 23年2月期 18,144,000株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 168株 23年2月期 91株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期2Ｑ 18,143,845株 23年2月期2Ｑ 18,143,923株

※ 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
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※当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等につい

ては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

平成23年10月20日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

【添付資料】
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害が生産活動に大きな影響

を与え、また、原子力発電所事故に伴う復興の遅れや健康被害並びに電力供給に対する懸念が残り、さら

に、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機により円高基調が続き、雇用情勢、個人消費及び設備投資は

低調に推移し景気の先行きが不透明な状況が続きました。 

小売業界におきましても、震災直後の一時的な需要増加はあったものの、個人消費の低迷・デフレ基調

が続き、顧客獲得のための、出店競争、価格競争及び集客競争に歯止めがかからない厳しい経営環境とな

りました。 

このような状況の中で当社は、「地域一番お客様貢献店」を目指し次の取組み等を行いました。 

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」を継続して実施し、良い品をお安く

提供することに注力しました。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」の開発も引

き続き進め、売上高構成比は前事業年度末の8.0％から8.3％に増加いたしました。また、当事業年度から

全面稼働いたしました「早島物流センター」の効果的運用による商品調達コストの低減に取組みました。

店舗運営面におきましては、お客様にお買い物のご満足を提供するために、加工、品質管理、売場づく

り、接客などのレベルの向上に継続して取り組みました。 

店舗開発面におきましては、平成23年８月に、愛媛県への初出店となる西条飯岡店（愛媛県西条市

600坪型 24時間営業）を新規出店しました。既存店におきましては、より快適で利便性の高い店舗によ

る集客力と販売力向上のために、同年７月に南松永店（広島県福山市）の全面改装を行いました。なお、

店舗数は広島県19店舗、岡山県22店舗、香川県７店舗、愛媛県１店舗の合計49店舗となりました。 

経費面では、各種委員会を設けて、オペレーション面及び管理面のコストコントロールに取組みました

が、新店開店経費、新物流センター経費、料金単価の値上げにより電気動力費が上昇したことなどによ

り、営業経費が増加いたしました。 

なお、第１四半期会計期間より資産除去債務に関する会計基準を適用したことに伴い、税引前四半期純

利益が１億49百万円減少しております。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は384億33百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は11億

97百万円（前年同期比13.7％減）、経常利益は11億42百万円（前年同期比13.5％減）、四半期純利益は５

億33百万円（前年同期比26.7％減）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。 

  

当第２四半期会計期間末において、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、有形固定資産が新規出店等に伴う土地、建物等の取得及び資産除去債務の影響等

により、８億77百万円増加し262億27百万円となりました。 

負債の部においては、流動負債は、店舗増加による買掛金の増加10億51百万円があったものの、短期借

入金の減少10億円及び未払金の減少４億66百万円があったことなどにより、86百万円減少し105億85百万

円となりました。 

固定負債は長期借入金の減少４億11百万円があったものの、資産除去債務を６億44百万円計上したこと

などにより、２億59百万円増加し156億84百万円となりました。 

純資産の部においては、利益剰余金の増加等により、３億33百万円増加し120億41百万円となりまし

た。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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平成24年２月期の通期の業績予想につきましては、平成23年６月29日に公表いたしました予想に変更は

ありません。 

  

1.簡便な会計処理 

①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資産については、事業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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

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計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、法

人税等に含まれております。 

  

第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日)を適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ15百万円減少し、税引前四半

期純利益は149百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は620百万円であります。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,957 3,174

売掛金 4 2

商品 1,606 1,611

貯蔵品 2 2

その他 807 891

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 5,366 5,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,374 21,446

減価償却累計額 △6,898 △6,279

建物及び構築物（純額） 15,476 15,167

土地 8,926 8,789

その他 3,105 2,483

減価償却累計額 △1,279 △1,091

その他（純額） 1,825 1,392

有形固定資産合計 26,227 25,350

無形固定資産   

その他 275 263

無形固定資産合計 275 263

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,586 1,569

建設協力金 833 884

長期前払費用 3,601 3,646

その他 420 418

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 6,441 6,518

固定資産合計 32,944 32,131

資産合計 38,311 37,803
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,660 3,609

短期借入金 500 1,500

1年内返済予定の長期借入金 2,262 2,106

リース債務 175 174

未払金 803 1,269

未払費用 767 625

未払法人税等 487 638

ポイント引当金 272 242

その他 654 505

流動負債合計 10,585 10,671

固定負債   

長期借入金 11,033 11,444

リース債務 415 504

退職給付引当金 264 249

役員退職慰労引当金 236 227

資産除去債務 644 －

預り建設協力金 1,459 1,409

長期預り敷金保証金 1,250 1,198

長期前受収益 379 391

固定負債合計 15,684 15,424

負債合計 26,269 26,095

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 9,763 9,429

自己株式 △0 △0

株主資本合計 12,041 11,707

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 12,041 11,707

負債純資産合計 38,311 37,803
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 35,664 38,433

売上原価 27,466 29,313

売上総利益 8,197 9,120

営業収入 1,042 1,060

営業総利益 9,240 10,180

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 307 362

消耗品費 327 458

給料及び賞与 3,313 3,651

退職給付費用 18 19

役員退職慰労引当金繰入額 7 10

法定福利及び厚生費 377 423

地代家賃 990 1,048

賃借料 260 213

水道光熱費 639 741

修繕費 122 154

減価償却費 536 798

租税公課 225 214

その他 728 886

販売費及び一般管理費合計 7,853 8,983

営業利益 1,386 1,197

営業外収益   

受取利息 7 9

仕入割引 19 17

その他 14 26

営業外収益合計 41 54

営業外費用   

支払利息 100 104

その他 8 4

営業外費用合計 108 109

経常利益 1,320 1,142

特別利益   

賃貸借契約解約益 2 3

特別利益合計 2 3

特別損失   

固定資産除却損 0 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

特別損失合計 0 144

税引前四半期純利益 1,322 1,000

法人税等 594 466

四半期純利益 728 533
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【第２四半期会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 18,424 19,843

売上原価 14,148 15,169

売上総利益 4,275 4,673

営業収入 525 532

営業総利益 4,800 5,206

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 158 191

消耗品費 169 211

給料及び賞与 1,684 1,857

退職給付費用 9 9

役員退職慰労引当金繰入額 2 6

法定福利及び厚生費 197 234

地代家賃 496 522

賃借料 128 107

水道光熱費 346 411

修繕費 60 83

減価償却費 270 406

租税公課 46 72

その他 353 448

販売費及び一般管理費合計 3,924 4,562

営業利益 876 644

営業外収益   

受取利息 4 4

仕入割引 9 9

その他 3 12

営業外収益合計 16 26

営業外費用   

支払利息 49 51

その他 1 2

営業外費用合計 51 54

経常利益 841 617

特別利益   

賃貸借契約解約益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 0 1

特別損失合計 0 1

税引前四半期純利益 841 617

法人税等 378 288

四半期純利益 463 329
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31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 1,322 1,000

減価償却費 536 798

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 9

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1 30

受取利息及び受取配当金 △7 △9

支払利息 100 104

固定資産除却損 0 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

売上債権の増減額（△は増加） △1 △1

たな卸資産の増減額（△は増加） △46 4

仕入債務の増減額（△は減少） △2,092 1,051

預り建設協力金の増減額（△は減少） △8 △31

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 36 52

その他 △280 418

小計 △417 3,587

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △83 △88

法人税等の支払額 △627 △616

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,126 2,883

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 △2,512 △1,445

無形固定資産の取得による支出 △21 △49

長期前払費用の取得による支出 △0 △78

敷金及び保証金の回収による収入 2 7

敷金及び保証金の差入による支出 △59 △25

建設協力金の回収による収入 28 33

建設協力金の支払による支出 △60 －

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,622 △1,558

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △1,000

長期借入れによる収入 1,450 895

長期借入金の返済による支出 △1,190 △1,150

リース債務の返済による支出 △75 △86

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △199 △199

財務活動によるキャッシュ・フロー △15 △1,542

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,765 △217

現金及び現金同等物の期首残高 6,094 3,174

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,329 2,957
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該当事項はありません。 

  

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。 

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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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