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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年2月21日～平成21年5月20日） 

 

(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 ％

22年2月期第1四半期 22,418 ― 571 ― 584 ― 317 ―
21年2月期第1四半期 22,147 11.7 685 △4.6 712 △2.6 364 △4.1

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

22年2月期第1四半期 23.79 23.65
21年2月期第1四半期 26.79 26.61

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

22年2月期第1四半期 23,718 14,049 59.2 1,058.51
21年2月期 23,573 14,056 59.6 1,044.98

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  14,049百万円 21年2月期  14,056百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

45,800 2.9 1,190 △11.5 1,210 △13.5 620 △16.6 46.71

通期 94,300 3.2 2,470 △9.0 2,500 △10.8 1,300 △11.8 97.94
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 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（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もの） 

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、様々な要因によって異なる結果となる可能性
があります。 
業績予想については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年2月期第1四半期 14,000,000株 21年2月期  14,000,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  727,224株 21年2月期  548,760株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 13,356,032株 21年2月期第1四半期 13,600,377株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱の影響により、企業業績や雇用情勢に厳
しさが見られるなど、景気の減速傾向は一段と顕著となっております。また、個人消費も低迷し厳しい状
況が続いております。 
 当流通業界におきましては、業種・業態を超えた値下げ等による店舗間競争が激化しており、厳しい経
営環境が続いております。 
 このような状況におきまして当社グループは、一色新町店を４月にリニューアルオープンいたしまし
た。 
 また、競合店対策のため、恒例となりました四半期に一度の大感謝祭・月に一度の日曜朝市・週に一度
の100円均一等の企画を継続実施し販売促進に努めてまいりました。 
 以上の結果、当第１四半期は、営業収益224億18百万円(前年同期比1.2％増)、営業利益５億71百万円
(前年同期比16.6％減)、経常利益５億84百万円(前年同期比18.0％減)、四半期純利益３億17百万円(前年
同期比12.8％減)と増収減益となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
① 食料品等の販売を目的とした小売業部門 
  改装店の効果と低価格販売の実施により、営業収益は221億92百万円、営業利益は４億86百万円 
 となりました。 
  
② 不動産賃貸部門 
  店舗の改装等により、営業収益は２億26百万円、営業利益は84百万円となりました。 
  
(注)記載金額は、すべて消費税等を含まない金額としております。 
  

流動資産は、前連結会計年度に比べ、２億２百万円増加し、98億45百万円となりました。これは、
主に現金及び預金の増加によるものであります。 
 固定資産は、前連結会計年度に比べ、57百万円減少し、138億73百万円となりました。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度に比べ、１億45百万円増加し、237億18百万円となりまし
た。 

流動負債は、前連結会計年度に比べ、１億75百万円増加し、71億89百万円となりました。これは、
主に仕入債務等の増加によるものであります。 
 固定負債は、前連結会計年度に比べ、22百万円減少し、24億80百万円となりました。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べ、１億52百万円増加し、96億69百万円となりまし
た。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ、７百万円減少し、140億49百万円となりました。 
 また、１株当たり純資産額は、前連結会計年度に比べ、13円53銭増加し、1,058円51銭となりまし
た。なお、自己資本比率は、前連結会計年度に比べ、0.4％減少いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の
期末残高は、82億21百万円となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー（営業活動によるキ
ャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの）が、４億35百万円の増加と
なったこと、及び、財務活動によるキャッシュ・フローが３億29百万円減少したことによるものであり
ます。 
  

営業活動による資金の増加は、５億22百万円となりました。これは、主に営業収入によるものであ
ります。 
  

投資活動による資金の減少は、86百万円となりました。これは、主に店舗等の設備投資による有形
固定資産の取得によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
① 資産、負債及び純資産の状況
(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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財務活動による資金の減少は、３億29百万円となりました。これは、主に自己株式の買付け等によ
る自己株式の取得２億43百万円と配当金の支払額１億34百万円によるものであります。 

  

業績予想については、概ね予想どおり推移しており、当初の業績予想に変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、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。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表
規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日
企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切
下げの方法)に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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
1. 簡便な会計処理

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

2. 四半期連結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。

(3) 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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,221,011 8,114,226 

売掛金 812 763 

商品 1,137,014 1,096,805 

貯蔵品 10,139 13,301 

その他 476,873 418,108 

貸倒引当金 △60 △60 

流動資産合計 9,845,792 9,643,145 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,914,774 6,998,485 

土地 3,292,303 3,292,303 

その他（純額） 730,462 689,640 

有形固定資産合計 10,937,539 10,980,429 

無形固定資産 294,181 295,389 

投資その他の資産   

差入保証金 1,894,041 1,918,690 

その他 791,527 778,952 

貸倒引当金 △44,280 △43,360 

投資その他の資産合計 2,641,289 2,654,282 

固定資産合計 13,873,010 13,930,101 

資産合計 23,718,803 23,573,246 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,053,349 4,754,401 

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000 

未払法人税等 341,492 709,800 

賞与引当金 333,080 177,640 

役員賞与引当金 11,000 55,200 

その他 1,400,120 1,266,686 

流動負債合計 7,189,042 7,013,727 

固定負債   

長期借入金 150,000 150,000 

退職給付引当金 400,332 397,126 

長期預り保証金 1,679,954 1,705,514 

その他 250,142 250,541 

固定負債合計 2,480,430 2,503,182 

負債合計 9,669,473 9,516,909 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,372,000 1,372,000 

資本剰余金 1,604,090 1,604,090 

利益剰余金 11,648,244 11,473,110 

自己株式 △590,389 △404,402 

株主資本合計 14,033,944 14,044,797 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,385 11,539 

評価・換算差額等合計 15,385 11,539 

純資産合計 14,049,329 14,056,336 

負債純資産合計 23,718,803 23,573,246 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 21,715,984 

売上原価 18,255,604 

売上総利益 3,460,379 

その他の営業収入 702,642 

営業総利益 4,163,021 

販売費及び一般管理費 3,591,572 

営業利益 571,449 

営業外収益  

受取利息 3,278 

受取配当金 307 

その他 12,936 

営業外収益合計 16,521 

営業外費用  

支払利息 903 

収納差金 1,069 

自己株式取得費用 1,724 

営業外費用合計 3,698 

経常利益 584,272 

特別損失  

固定資産除却損 10,384 

その他 920 

特別損失合計 11,304 

税金等調整前四半期純利益 572,967 

法人税、住民税及び事業税 323,848 

法人税等調整額 △68,677 

法人税等合計 255,171 

四半期純利益 317,796 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20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 572,967 

減価償却費 203,288 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 920 

賞与引当金の増減額（△は減少） 155,440 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44,200 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,206 

受取利息及び受取配当金 △3,585 

支払利息 903 

固定資産除却損 5,483 

売上債権の増減額（△は増加） △49 

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,047 

未収入金の増減額（△は増加） 55,166 

仕入債務の増減額（△は減少） 298,948 

未払金の増減額（△は減少） △65,050 

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,994 

未払費用の増減額（△は減少） 85,532 

その他 △58,626 

小計 1,214,294 

利息及び配当金の受取額 608 

利息の支払額 △306 

法人税等の支払額 △692,156 

営業活動によるキャッシュ・フロー 522,440 

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 △91,181 

無形固定資産の取得による支出 △2,900 

貸付けによる支出 △640 

貸付金の回収による収入 820 

差入保証金の差入による支出 △8,950 

差入保証金の回収による収入 36,538 

預り保証金の返還による支出 △36,060 

預り保証金の受入による収入 9,903 

その他 5,934 

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,535 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △243,411 

自己株式の売却による収入 49,275 

配当金の支払額 △134,983 

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,119 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,784 

現金及び現金同等物の期首残高 8,114,226 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,221,011 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内訳 

 (1) 小売業……………食料品等の小売事業 

 (2) 不動産賃貸業……店舗の運営、管理及び不動産賃貸業 

  

当企業集団は国内に所在しているため、所在地別セグメント情報については、該当事項はありませ

ん。 

  

海外売上高に該当する取引がないため、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

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月21日 至 平成21年５月20日)

小売業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

22,192,460 226,165 22,418,626 ― 22,418,626

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― 22,354 22,354 (22,354) ―

計 22,192,460 248,520 22,440,980 (22,354) 22,418,626

営業利益 486,774 84,675 571,449 ― 571,449

【所在地セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月21日 至 平成21年５月20日)

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月21日 至 平成21年５月20日)
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(注) 平成20年８月８日開催の取締役会の決議に基づき、平成21年２月21日から平成21年４月30日において当社の普

通株式246,000株を238,332千円にて取得しております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高(千円) 1,372,000 1,604,090 11,473,110 △404,402 14,044,797

当第１四半期末までの変動額

 剰余金の配当 △134,512 △134,512

 当期純利益 317,796 317,796

 自己株式の取得 (注) △243,411 △243,411

 自己株式の処分 △8,149 57,424 49,275

当第１四半期末までの変動額合計(千円) ― ― 175,134 △185,986 △10,852

当第１四半期末残高(千円) 1,372,000 1,604,090 11,648,244 △590,389 14,033,944
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

(要約) 前四半期連結損益計算書

区  分

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年５月20日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 21,458,695

Ⅱ 売上原価 17,982,228

   売上総利益 3,476,467

Ⅲ その他の営業収入

 1. 不動産賃貸収入 219,171

 2. その他収入 469,820

   営業総利益 4,165,460

Ⅳ 販売費及び一般管理費 3,480,206

   営業利益 685,253

Ⅴ 営業外収益 30,135

Ⅵ 営業外費用 2,565

   経常利益 712,823

Ⅶ 特別利益 2

Ⅷ 特別損失 34,420

   税金等調整前 

   四半期純利益
678,405

   法人税、住民税 

   及び事業税
395,347

   法人税等調整額 △81,343

   四半期純利益 364,401
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年５月20日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 678,405

   減価償却費 209,616

   貸倒引当金の増加額 1,110

   賞与引当金の増加額 165,070

   役員賞与引当金の減少額(△) △44,200

   退職給付引当金の増加額 6,420

   受取利息及び受取配当金 △11,805

   支払利息 635

   その他の損益調整 1,629

   固定資産除却損・売却損 20,930

   固定資産売却益(△) △2

   売上債権の増加額(△) △270

   たな卸資産の増加額(△) △129,034

   未収入金の減少額 58,691

   その他の流動資産の増加額(△) △73,283

   仕入債務の増加額 233,679

   未払金の減少額(△) △20,820

   未払消費税等の増加額 26,290

   未払費用の増加額 82,450

   その他流動負債の増加額 24,692

    小計 1,230,204

   利息及び配当金の受取額 8,692

   法人税等の支払額 △490,397

  営業活動によるキャッシュ・フロー 748,498

Ⅱ 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 △448,841

   有形固定資産の売却による収入 62

   無形固定資産の取得による支出 △2,505

   貸付けによる支出 △2,200

   貸付金の回収による収入 743

   差入保証金の支払額 △2,591

   差入保証金の返還による収入 28,891

   預り保証金の返還による支出 △34,250

   預り保証金の受取による収入 6,800

  投資活動によるキャッシュ・フロー △453,892

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △90,462

   自己株式の売却による収入 2,700

   配当金の支払額 △137,127

  財務活動によるキャッシュ・フロー △224,890

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 69,715

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,059,621

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
7,129,337
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