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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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）

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2月期第1四半期 74,425 17.8 2,128 9.1 2,295 7.9 1,279 12.7
22年2月期第1四半期 63,205 ― 1,951 ― 2,127 ― 1,134 ―

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2月期第1四半期 31.06 ―

22年2月期第1四半期 27.55 ―

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2月期第1四半期 120,224 63,627 52.9 1,544.93
22年2月期 120,351 63,134 52.5 1,532.96

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  63,627百万円 22年2月期  63,134百万円

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

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2月期 ― 17.00 ― 18.00 35.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

17.00 ― 18.00 35.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

154,000 20.3 4,500 12.2 4,700 6.8 2,400 1.3 58.27

通期 307,000 13.4 9,300 5.2 10,000 4.6 5,200 3.0 126.26



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  

当第１四半期連結会計期間末 連結子会社（10社） 持分法適用関連会社（１社） 

(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） 

(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 

（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 41,778,945株 22年2月期  41,778,945株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  594,226株 22年2月期  594,106株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 41,184,760株 22年2月期第1四半期 41,184,953株



 当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日）におけるわが国経済は、新興国向けを中心

とした輸出が回復したことなどにより景気は一部に持ち直しの動きが見られましたが、円高の影響によるデフレ傾向

の強まりと国内消費の伸び悩みなどから、全体としては依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループの主力事業である小売業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりから競合各社

の低価格競争は一層激しさを増しており、依然として厳しい経営環境で推移いたしました。  

 このような状況のなか、当社グループは強まる低価格志向に対応するため、ビッグハウスを中心に低価格業態に更

なる磨きをかけ、「革命的な価格」の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。昨年、「ビッグハウス太平店」

「ビッグハウスノース」（運営会社いずれも㈱ラルズ）の２店舗で実施した実証実験の結果を踏まえ、そのノウハウ

を対策店舗に水平展開し、価値ある商品・サービスをより一層低価格で提供できるよう努めてまいりました。 

 また、グループシナジーの更なる向上に向けた施策として、次世代システム構築の推進、アークスＲＡＲＡカード

の㈱東光ストアへの導入並びにカードポイントに係る外部連携企業の拡大を実施することで、顧客サービスの充実に

も取り組んでまいりました。  

 店舗展開につきましては、平成22年４月に「フクハラ公立大前店」（運営会社㈱福原）の１店舗の新規出店に加

え、「ベストプライス南６条店」を「ベストプライス南６条通店」（運営会社いずれも㈱ふじ）に名称を変更し移転

新築いたしました。また、同年４月に「ラルズマート恵み野店」「ラルズマート島松店」（運営会社いずれも㈱ラル

ズ）、並びに同年５月に「フクハラ春日店」（運営会社㈱福原）の３店舗を店舗改装いたしました。これらの結果、

当第１四半期連結会計期間末日現在の当社グループの総店舗数は201店舗となりました。  

 以上の取り組みにより、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高744億25百万円（対前年同期比では17.8％の

増加）、営業利益は21億28百万円（対前年同期比では9.1％の増加）、経常利益は22億95百万円（対前年同期比では

7.9％の増加）、四半期純利益は12億79百万円（対前年同期比では12.7％の増加）となりました。  

(1）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、ほぼ前連結会計年度末並みの1,202億24百万円となりました。  

 負債は、前連結会計年度末と比較して６億19百万円減少し、565億96百万円となりました。この主な要因は、買掛

金の増加額23億25百万円、及び短期並びに長期借入金が17億45百万円減少したことなどによるものです。  

 また、純資産は、前連結会計年度末と比較して４億92百万円増加し、636億27百万円となりました。この主な要因

は、四半期純利益の増加等により利益剰余金が５億37百万円増加したことなどによるものです。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末より0.4ポイント増加し52.9％とな

りました。  

(2）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して９億86百万円増

加し100億59百万円（対前年同期比では16.4％の増加）となりました。当第１四半期連結会計期間における連結キャ

ッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益22億90百万円、減価償却費６億38百万円、仕

入債務の増加額23億25百万円、及び法人税等の支払額22億85百万円などにより、38億78百万円の収入（対前年同期

比では12.4％の減少）となりました。 

（投資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・フローは、新規出店や店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出４億41百万

円、差入保証金の回収による収入２億92百万円、及び預り保証金の返還による支出２億５百万円などにより、４億

21百万円の支出（対前年同期比では21.0％の減少）となりました。 

（財務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・フローは、短期借入金の純減少額14億23百万円、長期借入金の返済による支出９億

22百万円、長期借入れによる収入６億円、及び配当金の支払額７億23百万円などにより、24億70百万円の支出（対

前年同期比では30.2％の増加）となりました。   

  

 当第１四半期連結会計期間の業績を踏まえ検討した結果、現時点においては概ね予想どおり推移しているため、平

成22年４月13日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想からの変更はありません。   

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

（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、前連結会計年度末以降に業績や経営環境及び将来減算一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末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り算定しております。 

（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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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見積実効税率を乗じて計算しております。

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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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

（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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,150 9,163

受取手形及び売掛金 2,779 2,521

たな卸資産 8,220 7,719

その他 4,067 5,487

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 25,209 24,884

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,579 27,968

土地 44,741 44,471

その他（純額） 2,113 1,984

有形固定資産合計 74,434 74,424

無形固定資産   

のれん 2,369 2,504

その他 312 323

無形固定資産合計 2,681 2,827

投資その他の資産   

敷金及び保証金 12,605 12,847

その他 5,703 5,740

貸倒引当金 △411 △373

投資その他の資産合計 17,897 18,214

固定資産合計 95,014 95,466

資産合計 120,224 120,351

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,456 17,130

短期借入金 8,992 10,663

未払法人税等 1,101 2,504

賞与引当金 2,035 1,301

ポイント引当金 649 743

その他 6,042 6,271

流動負債合計 38,277 38,615

固定負債   

長期借入金 9,667 9,742

退職給付引当金 1,760 1,741

その他 6,891 7,117

固定負債合計 18,319 18,601

負債合計 56,596 57,216
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 9,936 9,936

利益剰余金 44,268 43,730

自己株式 △570 △570

株主資本合計 63,634 63,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 37

評価・換算差額等合計 △7 37

純資産合計 63,627 63,134

負債純資産合計 120,224 120,351
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

売上高 63,205 74,425

売上原価 49,109 57,494

売上総利益 14,096 16,930

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 938 1,147

店舗賃借料 855 835

ポイント引当金繰入額 421 527

給料及び手当 4,652 5,047

賞与引当金繰入額 727 709

水道光熱費 890 1,096

租税公課 232 352

減価償却費 552 638

その他 2,875 4,446

販売費及び一般管理費合計 12,145 14,801

営業利益 1,951 2,128

営業外収益   

受取利息 12 19

受取配当金 0 1

業務受託料 84 100

その他 105 116

営業外収益合計 203 237

営業外費用   

支払利息 22 53

その他 3 16

営業外費用合計 26 70

経常利益 2,127 2,295

特別利益   

賃貸借契約違約金受入 － 58

その他 24 0

特別利益合計 24 58

特別損失   

固定資産除却損 4 2

貸倒引当金繰入額 47 37

その他 10 24

特別損失合計 61 63

税金等調整前四半期純利益 2,090 2,290

法人税等 955 1,011

四半期純利益 1,134 1,279
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31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 2,090 2,290

減価償却費 552 638

負ののれん償却額 △19 －

のれん償却額 － 134

受取利息及び受取配当金 △13 △20

支払利息 22 53

賞与引当金の増減額（△は減少） 727 733

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 △94

売上債権の増減額（△は増加） △485 △258

たな卸資産の増減額（△は増加） △75 △500

仕入債務の増減額（△は減少） 2,424 2,325

その他 1,531 902

小計 6,768 6,204

利息及び配当金の受取額 16 20

利息の支払額 △15 △62

法人税等の支払額 △2,342 △2,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,426 3,878

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 △397 △441

差入保証金の差入による支出 △24 △38

差入保証金の回収による収入 49 292

預り保証金の返還による支出 △110 △205

預り保証金の受入による収入 23 12

その他 △73 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △533 △421

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） △390 △1,423

長期借入れによる収入 － 600

長期借入金の返済による支出 △721 △922

配当金の支払額 △782 △723

その他 △2 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,897 △2,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,996 986

現金及び現金同等物の期首残高 6,644 9,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,641 10,059
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）において、小売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超で

あるため、記載を省略しております。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社が

ないため、該当事項はありません。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日）において、海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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販売実績  

（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２. 小売事業における食品、衣料品及びテナント等の当第１四半期連結会計期間の構成比率は、昨年11月に連結

子会社化した㈱東光ストアの業績加算により、前第１四半期連結会計期間の構成比率と比較して変動してお

ります。  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成22年５月31日） 

前年同四

半期比  

（％） 
金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食品 51,559 81.6 59,103 79.4 114.6

衣料品 1,008 1.6 907 1.2 90.0 

住居関連 3,390 5.4 4,022 5.4 118.7 

テナント 1,712 2.7 4,149 5.6 242.3 

酒類等販売事業 4,231 6.7 4,833 6.5 114.2 

ＤＰＥ事業 85 0.1 76 0.1 90.1 

医薬品小売事業 305 0.5 284 0.4 92.9 

計 62,292 98.6 73,377 98.6 117.8 

観光事業 64 0.1 62 0.1 96.6 

その他の事業  849 1.3 985 1.3 116.0 

合    計 63,205 100.0 74,425 100.0 117.8 
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