
   

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）横山  清     

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員コーポレート部門担当 （氏名）古川  公一 ＴＥＬ  (011) 530-1000 

四半期報告書提出予定日 平成23年10月14日 配当支払開始予定日 平成23年11月７日 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有 ・無         

四半期決算説明会開催の有無     ： 有 ・ 無 （機関投資家、アナリスト向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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2月期第2四半期  154,343  2.1  5,038  10.4  5,411  8.6  2,359  △17.6

23年2月期第2四半期  151,185    18.1    4,561  13.7  4,982    13.2    2,864    21.0

  
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    57  51  －  －

23年2月期第2四半期  69    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 

24年2月期第2四半期  119,855  67,827  56.6  1,669  23

23年2月期  118,368  67,168  56.7  1,630  94

（参考）自己資本 24年2月期第2四半期  67,827百万円 23年2月期 67,168百万円

  
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

23年2月期  －  － 17 00 － －  21  00 38 00

24年2月期  －  － 19 00       

24年2月期（予想）   － －  19  00 38 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有・無

  （％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  347,000  14.3  10,900  17.6  11,700  16.3  12,200  123.9  272  04

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

新規       －社  （社名）                     除外       －社  （社名） 

 当第２四半期連結会計期間末 連結子会社（10社）持分法適用会社（1社） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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、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。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  （将来に関する記述等についてのご注意）  

 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。   

 なお、平成24年２月期「１株当たり当期純利益」は、平成23年10月21日付の株式会社ユニバースとの株式交換に伴

い増加する株式数が現時点において確定しておりませんので、期中平均株式数を44,846,042株と推定し、算定してお

ります。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

②  ①以外の変更              ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期2Ｑ 41,778,945株 23年2月期 41,778,945株

②  期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 1,145,012株 23年2月期 594,945株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期2Ｑ 41,031,527株 23年2月期2Ｑ 41,184,641株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年８月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災及び

福島第一原子力発電所事故の影響が続く中、海外の金融不安を反映した円高と株価の低迷が進行するなど、依然不透

明な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、東日本大震災後の商品不足などの混乱から落ち着きを取

り戻したものの、一部の食品から放射性物質が検出されるなど、消費者の食品の安全性に対する不安や日本経済の先

行き不安による生活防衛意識が高まってきており、また、相次ぐ競合各社のディスカウント業態への転換や新規出店

などにより、依然として厳しい経営環境で推移しております。 

 このような状況のなか、当社グループは「地域のライフラインとして価値ある商品・サービスを低価格で提供し、

豊かな暮らしに貢献する」という社会的使命を果たすべく、また、より一層のお客様満足度の向上を目指し、経営効

率の向上を図っていくという目的から、平成23年６月29日に北東北エリア 大の売上実績を持つ株式会社ユニバース

との経営統合を発表し、同年10月21日を以って同社を完全子会社化することを発表いたしました。当社グループは株

式会社ユニバースが持つ優れた経営資源、経営手法を逸早く融合させ、全体 適の実現とグループシナジーの特大化

により、一層の競争力強化を図り、従来の展開エリアを越えて、広く東日本を視野に入れた流通企業グループの形成

を目指してまいります。 

 また、当連結累計期間外ではありますが、平成23年９月30日に、北海道網走市において地域密着型の食品スーパー

マーケット２店舗及び酒類販売の専門店１店舗を経営する株式会社篠原商店の全株式を取得し、同年11月に完全子会

社化することを発表いたしました。北海道内におきましても、より一層店舗網を拡充させ、物流や商品仕入などの効

率化を進めてまいります。 

 当社グループ全体の取り組みといたしましては、平成22年より構築を進めてまいりました、発注、仕入、在庫、販

売実績などを統括管理する「アークス次世代システム」を平成23年10月より稼働させ、更なる経営効率の向上とグル

ープガバナンスの強化を図ってまいります。また、目標管理に基づく評価制度の導入により従業員の意識改革を図る

と共に、当社グループ間の人事異動を機動的に行うために、同年９月より「グループ統一人事制度」の運用を開始す

るなど、積極的に経営体制の強化を図ってまいりました。営業面におきましては、アークスRARAカードの会員数が

162万人にまで広がり（前年同期末日対比12万人増加）、ポイント提携企業も97社に拡大するなど（前年同期末日対

比18社増加）、顧客サービスの充実にも引き続き努めてまいりました。 

 店舗展開につきましては、釧路地区において平成23年４月に「ビッグハウス旭町店」（運営会社㈱福原）を開店す

ると共に、商圏を同じくする「フクハラ鳥取店」、「フクハラアベニュー店」（運営会社いずれも㈱福原）の２店舗

を閉店いたしました。また、同年７月に「ベストプライス豊岡中央店」（運営会社㈱ふじ）を開店いたしましたの

で、新規出店数は合計２店舗となりました。更に、店舗活性化策として、平成23年３月に「ベストプライス神居東

店」（運営会社㈱ふじ）、同年４月に「ラルズマート石山店」（運営会社㈱ラルズ）、同年５月に「ラルズマート真

駒内店」（運営会社㈱ラルズ）、同年６月に「ラルズマート北35条店」（運営会社㈱ラルズ）の４店舗を改装いたし

ました。また、同年４月に「フクハラ中園店」（運営会社㈱福原）を一時的に閉店いたしましたが、同年11月に新し

く建て替え新規オープンする予定です。また、同年４月に帯広地区の「フクハラ西帯広２丁目店」（運営会社㈱福

原）を閉店いたしましたので、閉店数は合計４店舗となりました。以上により、当第２四半期連結累計期間末日現在

の当社グループの総店舗数は201店舗となりました 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,543億43百万円（対前年同期比2.1％増）、営業利益

50億38百万円（対前年同期比10.4％増）、経常利益54億11百万円（対前年同期比8.6％増）、四半期純利益は、資産

除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額５億69百万円を特別損失に計上した結果、23億59百万円（対前年同期

比17.6％減）となりました。 
   

（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  

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比較して14億86百万円増加し、1,198

億55百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加額21億75百万円、たな卸資産の増加額２億28百万

円、未収入金の減少額10億39百万円などによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末と比較して８億27百万円増加し、520億27百万円となりました。この主な要因は、買

掛金の増加額26億91百万円、資産除去債務９億５百万円の計上、未払費用の増加額４億３百万円、短期並びに長期

借入金の減少額36億59百万円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６億58百万円増加し、678億27百万円となりました。この主な要

因は、利益剰余金の増加額14億94百万円、及び自己株式の取得による純資産の減少額７億19百万円などによるもの

です。 

 この結果、当第２四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0.1ポイント減少し56.6％と

なりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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21億21百万円

増加し101億34百万円（対前年同期比では１億18百万円の増加）となりました。当第２四半期連結累計期間におけ

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46億19百万円、減価償却費14億６百万円、

及び仕入債務の増加額26億91百万円などにより、90億32百万円の収入（対前年同期比では17億23百万円の収入増

加）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12億円、

及び預り保証金の返還による支出３億７百万円などにより、15億95百万円の支出（対前年同期比では７億42百万

円の支出の増加）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25億63百万円、長期借入金の返済による支出13

億46百万円、自己株式の取得による支出７億19百万円及び配当金の支払額８億62百万円などにより、53億14百万

円の支出（対前年同期比では１億96百万円の支出の減少）となりました。   
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当期における通期連結業績予想につきましては、株式会社ユニバースが平成23年10月21日から当社グループの連結

対象会社となることから、下表のとおり、平成23年４月12日付の平成23年２月期決算短信にて発表しておりました当

社グループの通期連結業績の予想に、株式会社ユニバースの連結対象期間である平成23年10月21日から平成24年２月

29日までの売上高377億円、営業利益12億円、経常利益14億円、当期純利益７億円を算入し、かつ同社の子会社化に

伴う負ののれん発生益67億円を特別利益として織り込みました。この結果、平成24年２月期の連結業績予想を売上高

3,470億円（対前年同期比14.3％増）、営業利益109億円（対前年同期比17.6％増）、経常利益117億円（対前年同期

比16.3％増）、当期純利益122億円（対前年同期比123.9％増）に修正させていただきます。 

 ※ 株式会社ユニバースの子会社化に伴う負ののれん発生益67億円につきましては、平成23年10月12日時点の見込

み額であり、当社の平成23年10月21日付の株価の終値にて確定いたします。   

㈱ ア ー ク ス 

連 結 業 績 

平成24年２月期 

予想（修正） 

(A) 

当初の 

業績予想 

  

㈱ユニバース 
連結業績  

（平成23年10月21日～平成

24年2月29日） 

平成23年２月期 

実績 

(B) 

前年比 

  

(A)/(B) 

売 上 高 億円3,470 億円3,100 億円377 3,036億8百万円 %114.3

営 業 利 益 億円109 億円96 億円12 92億72百万円 %117.6

経 常 利 益 億円117 億円104 億円14 100億61百万円 %116.3

当 期 純 利 益 億円122 億円50 億円7 54億49百万円 %223.9



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）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 

（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２四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「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、営業利益及び経常利益が23百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は５億92百万円減少して

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８億93百万円となっております。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,220 8,044

受取手形及び売掛金 2,043 2,120

たな卸資産 8,080 7,851

未収入金 2,542 3,581

その他 1,986 1,865

貸倒引当金 △9 △9

流動資産合計 24,864 23,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,065 27,204

土地 45,052 45,052

その他（純額） 2,270 2,886

有形固定資産合計 75,388 75,142

無形固定資産   

のれん 1,697 1,966

その他 839 367

無形固定資産合計 2,537 2,334

投資その他の資産   

投資有価証券 2,464 2,665

敷金及び保証金 11,697 12,075

その他 3,274 3,070

貸倒引当金 △371 △373

投資その他の資産合計 17,065 17,438

固定資産合計 94,991 94,914

資産合計 119,855 118,368

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,839 17,147

短期借入金 10,573 13,767

未払金 2,177 2,236

未払費用 1,794 1,390

未払法人税等 2,504 2,492

賞与引当金 1,545 1,296

ポイント引当金 397 262

その他 1,663 1,452

流動負債合計 40,494 40,047

固定負債   

長期借入金 2,096 2,561

退職給付引当金 1,804 1,730

長期預り保証金 5,299 5,460

資産除去債務 905 －

その他 1,427 1,400

固定負債合計 11,532 11,153

負債合計 52,027 51,200



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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23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 49,233 47,738

自己株式 △1,290 △571

株主資本合計 67,878 67,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51 64

評価・換算差額等合計 △51 64

純資産合計 67,827 67,168

負債純資産合計 119,855 118,368



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 151,185 154,343

売上原価 116,799 118,957

売上総利益 34,385 35,385

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 2,251 1,966

店舗賃借料 1,672 2,463

ポイント引当金繰入額 1,156 1,613

給料及び手当 10,113 11,386

賞与引当金繰入額 1,509 1,545

水道光熱費 2,206 2,230

租税公課 721 709

減価償却費 1,302 1,406

その他 8,889 7,024

販売費及び一般管理費合計 29,823 30,347

営業利益 4,561 5,038

営業外収益   

受取利息 30 28

受取配当金 36 38

業務受託料 206 215

その他 276 199

営業外収益合計 551 480

営業外費用   

支払利息 99 74

その他 30 33

営業外費用合計 130 107

経常利益 4,982 5,411

特別利益   

固定資産売却益 － 6

賃貸借契約違約金受入 58 3

収用補償金 135 －

その他 4 10

特別利益合計 198 19

特別損失   

固定資産除売却損 3 122

貸倒引当金繰入額 57 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 569

災害義捐金 － 115

その他 37 4

特別損失合計 98 811

税金等調整前四半期純利益 5,082 4,619

法人税等 2,218 2,259

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,359

四半期純利益 2,864 2,359



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 76,759 77,868

売上原価 59,305 60,218

売上総利益 17,454 17,649

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 1,103 1,030

店舗賃借料 836 1,225

ポイント引当金繰入額 629 723

給料及び手当 5,066 5,723

賞与引当金繰入額 799 833

水道光熱費 1,110 1,114

租税公課 368 345

減価償却費 664 711

その他 4,442 3,540

販売費及び一般管理費合計 15,021 15,248

営業利益 2,433 2,400

営業外収益   

受取利息 11 11

受取配当金 35 37

業務受託料 106 109

その他 160 100

営業外収益合計 313 258

営業外費用   

支払利息 46 33

その他 13 13

営業外費用合計 59 47

経常利益 2,687 2,611

特別利益   

収用補償金 135 －

その他 4 3

特別利益合計 139 3

特別損失   

固定資産除売却損 1 7

貸倒引当金繰入額 19 －

その他 13 3

特別損失合計 34 11

税金等調整前四半期純利益 2,792 2,603

法人税等 1,207 1,145

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,458

四半期純利益 1,585 1,458



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 5,082 4,619

減価償却費 1,302 1,406

のれん償却額 268 268

受取利息及び受取配当金 △67 △66

支払利息 99 74

賞与引当金の増減額（△は減少） 208 248

ポイント引当金の増減額（△は減少） △91 135

売上債権の増減額（△は増加） 78 77

たな卸資産の増減額（△は増加） △166 △228

仕入債務の増減額（△は減少） 2,745 2,691

未払金の増減額（△は減少） △632 △59

未払費用の増減額（△は減少） 156 403

未払消費税等の増減額（△は減少） △201 15

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 569

その他 841 1,077

小計 9,625 11,232

利息及び配当金の受取額 57 56

利息の支払額 △83 △61

法人税等の支払額 △2,290 △2,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,308 9,032

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 △999 △1,200

差入保証金の差入による支出 △39 △15

差入保証金の回収による収入 364 410

預り保証金の返還による支出 △254 △307

預り保証金の受入による収入 87 136

その他 △13 △618

投資活動によるキャッシュ・フロー △853 △1,595

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） △3,468 △2,563

長期借入れによる収入 650 250

長期借入金の返済による支出 △1,903 △1,346

自己株式の取得による支出 － △719

配当金の支払額 △739 △862

その他 △50 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,510 △5,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 943 2,121

現金及び現金同等物の期首残高 9,072 8,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,016 10,134



該当事項はありません。 
   

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。 

〔海外売上高〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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。  

〔セグメント情報〕 

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より「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。 

 ① 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは、主に小売業を中心とした事業を北海道において行っており、道内各地域に事業会社を置き、

各事業会社は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループでは、事業会社を基礎とした商品・サービス別の事業セグメントから構成されてお

り、商品・サービスの内容、販売市場の類似性に基づき、複数の事業セグメントを集約した上で、小売事業を報

告セグメントとしております。 

 ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

 （単位：百万円）

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、観光事業、ビルメンテナンス事業

及び保険代理業等を含んでおります。  

 ③ 報告セグメントの利益の金額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関

する事項) 

                                  （単位：百万円） 

（注）全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

 報告セグメント 
 その他（注）   合計 

 小売事業 

売上高    

外部顧客への売上高   153,753  589  154,343

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

 386  797  1,184

 計   154,140   1,387   155,528

 セグメント利益   5,745   104   5,849

 利益  金額 

報告セグメント計  

「その他」の区分の利益 

のれん償却額 

全社費用等（注） 

 

 

 

 

5,745

104

△268

△169

四半期連結損益計算書の経常利益    5,411



 当社は、当第２四半期連結会計期間において、平成23年７月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式

550,000株を７億19百万円で取得いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式数は

1,145,012株、及び帳簿価額は12億90百万円となっております。  

  

販売実績  

 （１）当第２四半期連結累計期間 

  
（２）当第２四半期連結会計期間 

（注） １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
    ２．「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)の適用に伴い、当社グループにおいては、小売事業を報

告セグメントとしております。「不動産賃貸収入等」につきましては、従来は「その他の事業」に含めておりましたが、事業セ

グメントの見直しにより、第１四半期連結会計期間より「小売事業」に含めております。なお、前第２四半期連結累計期間の不

動産賃貸収入等の売上高は、15億81百万円及び、前第２四半期連結会計期間の不動産賃貸収入等の売上高は、７億87百万円であ

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

４．補足情報

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成22年８月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月１日 

  至 平成23年８月31日） 
前年同期比

（％） 
金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

小売事業 

食 品 119,556 79.1 123,097 79.7 103.0 

衣 料 品 1,836 1.2 1,823 1.2 99.3 

住 居 関 連 8,347 5.5 8,491 5.5 101.7 

テ ナ ン ト 8,134 5.4 7,380 4.8 90.7 

酒 類 等 10,433 6.9 10,629 6.9 101.9 

Ｄ Ｐ Ｅ 156 0.1 141 0.1 91.0 

医 薬 品 591 0.4 574 0.4 97.1 

不動産賃貸収入等 

（注）２  
－ － 1,613 1.0 － 

計 149,055 98.6 153,753 99.6 －

その他 

観 光 事 業 205 0.1 167 0.1 81.4 

その他の事業  

（注）２  
1,923 1.3 422 0.3 －

計 2,129 1.4 589 0.4 －

合    計 151,185 100.0 154,343 100.0 102.1

セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年６月１日 

  至 平成22年８月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成23年６月１日 

  至 平成23年８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 60,452 78.8 61,844 79.4 102.3 

衣 料 品 928 1.2 921 1.2 99.3 

住 居 関 連 4,324 5.6 4,335 5.6 100.2 

テ ナ ン ト 3,985 5.2 3,627 4.7 91.0 

酒 類 等 5,600 7.3 5,643 7.2 100.8 

Ｄ Ｐ Ｅ 79 0.1 73 0.1 92.9 

医 薬 品 307 0.4 291 0.4 94.7 

不動産賃貸収入等 

（注）２  
－ － 815 1.0 －

計 75,678 98.6 77,552 99.6 －

その他 

観 光 事 業 143 0.2 110 0.1 77.4 

その他の事業  

（注）２  
938 1.2 205 0.3 －

計 1,081 1.4 316 0.4 －

合    計 76,759 100.0 77,868 100.0 101.4 
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