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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

（１）連結経営成績(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３月期第３四半期 44,265 △3.8 945 △7.7 1,082 △4.6 827 152.1

23年３月期第３四半期 46,026 △2.9 1,024 58.0 1,134 55.0 328 △10.8

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 840百万円(169.7％) 23年３月期第３四半期 311百万円(-％)

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３月期第３四半期 82. 92 -

23年３月期第３四半期 32. 89 -

（２）連結財政状態

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３月期第３四半期 30,026 12,563 41.8 1,258.40
23年３月期 29,400 11,872 40.4 1,189.22

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 12,563百万円 23年３月期 11,872百万円

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３月期 － 7. 50 － 7. 50 15. 00

24年３月期 － 7. 50 －

24年３月期(予想) 7. 50 15. 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31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 59,500 △1.6 1,200 △4.9 1,400 △0.9 650 37.9 65. 10



  

 

 

 
  

  

  

・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おりませ

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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 －社 (社名)          、除外 －社 (社名)

  （注）詳細は、３ページ【２．サマリー情報（その他）に関する情報（１）当四半期連結累 

     計期間における重要な子会社の異動】をご覧ください。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 10,540,200株 23年３月期 10,540,200株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 556,488株 23年３月期 556,498株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 9,983,704株 23年３月期３Ｑ 9,983,749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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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の不透明感から持ち

直しの兆しが見られるものの、欧州の金融不安や長期化する円高の進行等により、依然として厳しい状況

が続いております。 

また、当小売業界におきましても、競合店との競争激化やデフレの進行による商品の販売価格の下落が

続いております。 

このような環境の中、当社グループは、売場生産性の向上を目指し、「欠品撲滅」と「品揃え」の徹底

強化を経営方針とし、その実行項目として「あいさつ・親切対応の実行」、「売場実行項目の完全実

行」、「人材育成と組織生産性の向上」などに引き続き取り組んでおります。 

新規出店といたしましては、平成23年10月に売場面積1,900坪のショッピングモール型「エスポット清

水天王店」をオープンいたしました。 

①売上高 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、442億65百万円（前年同期比3.8％減）となりました。総合ディ

スカウント店「エスポット」につきましては、新規開店した「エスポット清水天王店」の売上寄与により

前年を上回る結果となりました。また、「業務スーパー」につきましても、前連結会計年度において新規

開店した５店舗の売上寄与により前年同期を上回る結果となりました。食品スーパー「ポテト」につきま

しては、厳しい競争環境等の影響により売上高は前年同期を下回る結果となりました。 

②営業利益及び経常利益 

 当第３四半期連結累計期間の営業利益は、９億４千５百万円（前年同期比7.7％減）、経常利益は、10

億８千２百万円（前年同期比4.6％減）となりました。これは、販売費及び一般管理費の改善効果は見ら

れたものの、競合店との価格競争影響による売上総利益率の低下によるものであります。        

③四半期純利益 

 当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、８億２千７百万円（前年同期比152.1％増）と大幅に増

加いたしました。 

 これは、特別損失として減損損失が３億１千１百万円あったものの、前第３四半期連結累計期間に資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額が１億７千６百万円、投資有価証券売却損が１億４千６百万円等が

あったことにより税金等調整前四半期利益が８千万円増加したことと、平成23年12月に連結子会社であっ

た株式会社ひのやの吸収合併により引き継いだ将来減算一時差異等について、繰延税金資産を認識したこ

と等により税金費用が４億１千９百万円減少したことによるものであります。 

  

  
①資産、負債、純資産の状況 

流動資産は、77億６千６百万円となり、前連結会計年度末と比較して１千２百万円増加いたしました。

 固定資産は、遊休土地の売却により土地が４億９千５百万円、店舗有形固定資産の減損損失計上により

２億２千２百万円減少したものの、「エスポット清水天王店」の新店建設投資にともない、有形固定資産

が17億３千４百万円増加したこと等により222億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億

１千３百万円増加いたしました。 

 この結果、資産合計では、前連結会計年度末と比較して６億２千５百万円増加し、300億２千６百万円

となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

（資産）
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 流動負債は、買掛金が８億５千５百万円、短期借入金が５億４千４百万円増加したこと等により、118

億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して15億９千２百万円増加いたしました。 

 固定負債は、長期借入金が11億５千７百万円、社債が５億６千１百万円減少したこと等により、56億６

千万円となり、前連結会計年度末と比較して16億５千６百万円減少いたしました。 

 この結果、負債合計では、前連結会計年度末に比較して６千４百万円減少し、174億６千２百万円とな

りました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して６億９千万円増加し、125億６千３百万円となりました。 

  

  

 平成23年５月10日に公表いたしました連結業績予想は変更しておりません。 

 なお、詳細につきましては、本日公表の「連結子会社の減損損失（特別損失）の計上及び連結子会社の

吸収合併による抱合せ株式消滅差損（特別損失）の発生並びに税金費用の減少に関するお知らせ」をご覧

ください。 

  

平成23年12月１日付けで当社の連結子会社である株式会社ひのやを吸収合併いたしました。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,239,449 1,333,835

売掛金 494,864 412,383

商品 4,548,996 5,384,543

その他 471,207 636,504

貸倒引当金 △398 △355

流動資産合計 7,754,119 7,766,911

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,840,560 9,863,866

土地 7,494,712 6,999,712

その他（純額） 542,057 747,212

有形固定資産合計 16,877,330 17,610,791

無形固定資産 1,049,393 895,571

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,929,151 2,953,075

その他 791,425 801,036

貸倒引当金 △884 △878

投資その他の資産合計 3,719,692 3,753,233

固定資産合計 21,646,416 22,259,596

資産合計 29,400,535 30,026,508

負債の部

流動負債

買掛金 4,947,026 5,802,050

短期借入金 2,880,373 3,424,433

未払法人税等 386,322 16,474

賞与引当金 159,913 119,358

ポイント引当金 84,511 125,583

その他 1,752,145 2,314,402

流動負債合計 10,210,292 11,802,302

固定負債

社債 932,500 371,000

長期借入金 4,173,531 3,016,389

退職給付引当金 563,080 591,883

役員退職慰労引当金 61,299 63,009

資産除去債務 390,455 437,877

その他 1,196,474 1,180,527

固定負債合計 7,317,340 5,660,688

負債合計 17,527,633 17,462,990
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(単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,198,310 1,198,310

資本剰余金 1,083,637 1,083,637

利益剰余金 9,997,062 10,675,186

自己株式 △446,077 △446,069

株主資本合計 11,832,931 12,511,064

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 39,970 52,453

その他の包括利益累計額合計 39,970 52,453

純資産合計 11,872,901 12,563,517

負債純資産合計 29,400,535 30,026,508
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（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３四半期連結累計期間

(単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 46,026,663 44,265,142

売上原価 36,090,223 34,873,738

売上総利益 9,936,440 9,391,403

販売費及び一般管理費 8,912,326 8,446,291

営業利益 1,024,113 945,112

営業外収益

受取利息 2,011 1,663

受取配当金 10,383 10,724

受取家賃 161,904 270,079

その他 106,784 119,773

営業外収益合計 281,084 402,240

営業外費用

支払利息 102,567 87,738

不動産賃貸費用 51,659 142,947

その他 16,525 34,419

営業外費用合計 170,752 265,105

経常利益 1,134,444 1,082,247

特別損失

減損損失 64,515 311,698

投資有価証券売却損 146,400 －

賃貸借契約解約損 46,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 176,222 －

その他 11,092 －

特別損失合計 444,231 311,698

税金等調整前四半期純利益 690,213 770,549

法人税、住民税及び事業税 456,270 218,089

法人税等調整額 △94,427 △275,424

法人税等合計 361,843 △57,334

少数株主損益調整前四半期純利益 328,370 827,883

四半期純利益 328,370 827,883
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 328,370 827,883

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,776 12,483

その他の包括利益合計 △16,776 12,483

四半期包括利益 311,593 840,366

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 311,593 840,366

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

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

（５）重要な後発事象
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