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1. 2010年２月期 第３四半期の業績（ 2009年２月21日 ～ 2009年11月20日 ）

 (1) 経営成績(累計)

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 ％

2010年２月期第３四半期 188,690 － △3,910 － △4,047 － △2,336 －

2009年２月期第３四半期 195,227 17.1 △3,046 － △3,109 － △2,016 －

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

2010年２月期第３四半期 △124 54 －

2009年２月期第３四半期 △107 46 －

 (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

2010年２月期第３四半期 116,704 15,276 13.1 813 31

2009年２月期 120,764 17,639 14.6 939 59

(参考) 自己資本 2010年２月期第３四半期 15,261百万円 2009年２月期 17,631百万円

2. 配当の状況

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

2009年２月期 － 0 00 － 7 00 7 00

2010年２月期 － 0 00 －

2010年２月期(予想) 10 00 10 00

3. 2010年２月期の業績予想（ 2009年２月21日～2010年２月20日 ）

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

   通          期  263,000 △ 2.2 1,100 133.4 800 111.1 240 － 12 77
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  (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) 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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記において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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 
業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等
規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

4. その他

(1) 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 ： 無

(2) 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（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もの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

2010年２月期第３四半期 18,787,619株 2009年２月期 18,787,619株

2010年２月期第３四半期 23,338株 2009年２月期 22,627株

2010年２月期第３四半期 18,764,498株 2009年２月期第３四半期 18,765,795株
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  当第３四半期累計期間は、昨年来の世界経済の深刻な景気後退の影響を受け、企業収益や雇用情勢が悪

化したことに加え、記録的な長梅雨や９月以降の高温傾向等の天候不順の影響を受け、九州における小売

業を取り巻く環境は、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社はお客さまの生活応援のためにイオンのプライベート商品である「トップバ

リュ」の拡販等に継続的に取り組み、９月以降では、保温性に優れた機能性インナー「ヒートファクト」

や安心の品質と低価格を追求したフリースの展開などを強化してまいりました。このほか、地産地消とし

て九州各県の産品を当社のジャスコ、サティ全店で販売する県産品フェアに加え、全国の優れた産品を豊

富に品揃えする取り組みとして「青森県フェア」を実施いたしました。さらに、お客さまのお買い物の利

便性向上に向け電子マネー「ＷＡＯＮ」の拡大にも継続して取り組み、昨年の導入以来の累計販売枚数は

60万枚を超えております。 

  当第３四半期累計期間における売上高は、個人消費の冷え込みや天候不順の影響を受け、衣料品を中心

に売上が伸び悩んだ結果、前年同期比96.8%と前年を下回りました。 

  事業別には、ＧＭＳ事業において、食料品の既存店売上高は、前年同期比99.5%とほぼ前年を確保いた

しましたが、衣料品や住居余暇商品が伸び悩んだことにより、ＧＭＳ事業の売上高は、1,458億52百万円

（対前年同期比97.0％）、既存店売上高は前年同期比95.0％となりました。 

  ＳｕＣ・ＨＣ事業では、ペット・園芸等で堅調に推移したものの、個人消費の低迷等により、売上高は

315億46百万円（対前年同期比96.1％）、既存店売上高は前年同期比94.7％となりました。 

  売上総利益は、天候不順による季節商材の値下げ販売のための売価変更の増加や、荒利益率の高い衣料

品の売上の伸び悩みにより、前年同期に比べ0.8ポイント下回りました。 

  経費面では、働き方改革や人員の再配置による人件費の削減、省エネや設備投資、店舗維持費の見直し

による設備費の圧縮、販促媒体の変更による販促費の効率化等を継続実施してまいりました。その結果、

販管費合計では前年同期間に比べ、27億91百万円の削減を行うことができました。 

  なお、店舗運営の効率化のために2009年３月に大分サティ（大分県大分市）、８月にホームワイド篠栗

店（福岡県糟屋郡）、９月にホームファクトリー・資材館を閉店いたしました。 

この結果、当第３四半期累計期間の営業収益は1,886億90百万円（対前年同期比96.7％）、営業利益

は、前述のとおり経費削減に努めたものの、荒利率の低下による売上総利益の減少を補うことができず、

39億10百万円の損失、経常利益は40億47百万円の損失となりました。 

  特別損益では、閉店店舗の固定資産売却による特別利益６億61百万及び閉店に伴う特別損失２億43百万

円の計上等により、３億88百万円の利益計上があったものの、四半期純利益は23億36百万円の損失となり

ました。 

※ ＧＭＳ・・総合スーパー、ＳｕＣ・・スーパーセンター、ＨＣ・・ホームセンター 

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて40億59百万円減少し、1,167億４百万円

となりました。これは主に在庫削減に努めたことによる商品の減少及び減価償却等に伴う固定資産の

減少によるものです。 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて16億95百万円減少し、1,014億28百万

円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものです。 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて23億63百万円減少し、152億76百万

円となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものです。 

・定性的情報・財務諸表等

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

(1) 財政状態の分析

① 資産

② 負債

③ 純資産
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 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首に比べ６億

17百万円増加し、当第３四半期会計期間末には40億15百万円となりました。  

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は１億９百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は33億42百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、取得した資金は38億51百万円となりました。これは主に、短期借入金及びコマーシ

ャル・ペーパーの増加によるものです。 

  

景気の先行き不透明感から来る個人消費の低迷等、当社を取り巻く環境は今後も厳しさが続くと思われ

ます。 

  このような状況の下、当社は第４四半期（11月21日から２月20日まで）においても、お客さまの日々の

暮らしに密着し、お客さまにより豊かな生活をご提案し、より一層お買物を楽しんでいただける取り組み

を継続実施するとともに、徹底した経費削減に取り組んでまいります。 

  第４四半期は年末年始商戦等、年間で最も売上構成が高い四半期であり、この期間の業績が通期の業績

に大きく影響を及ぼします。今後も売上確保を図るとともに、経費削減等の経営効率化による利益改善に

努め、2009年４月６日に発表しました2010年２月期通期公表数値の達成をめざしてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

① 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産については、第１四半期会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号平成18年７月５日公表分）を適用し、売価還元法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ30百万円増加しています。

  

(2) キャッシュ・フローの分析

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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

(2) 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
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(2009年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,015 3,397

受取手形 119 133

売掛金 1,261 600

商品 25,805 28,433

その他 7,981 7,168

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 39,183 39,734

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 36,487 37,623

その他（純額） 15,927 17,014

有形固定資産合計 52,415 54,637

無形固定資産 152 191

投資その他の資産   

差入保証金 16,773 17,464

その他 8,204 8,736

貸倒引当金 △23 －

投資その他の資産合計 24,954 26,200

固定資産合計 77,521 81,030

資産合計 116,704 120,764

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,388 2,532

買掛金 23,072 25,665

短期借入金 26,500 24,700

1年内返済予定の長期借入金 5,057 5,039

コマーシャル・ペーパー 6,000 －

未払法人税等 78 393

賞与引当金 1,418 499

役員賞与引当金 － 5

役員業績報酬引当金 4 －

その他 12,870 14,860

流動負債合計 76,390 73,695

固定負債   

長期借入金 13,091 16,927

退職給付引当金 805 663

その他 11,140 11,838

固定負債合計 25,037 29,428

負債合計 101,428 103,124
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(2009年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,144 3,144

資本剰余金 9,192 9,192

利益剰余金 2,381 4,849

自己株式 △42 △42

株主資本合計 14,675 17,144

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 585 486

評価・換算差額等合計 585 486

新株予約権 15 8

純資産合計 15,276 17,639

負債純資産合計 116,704 120,764
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年11月20日) 

売上高 177,398

売上原価 130,873

売上総利益 46,524

その他の営業収入 11,292

営業総利益 57,817

販売費及び一般管理費 61,728

営業損失（△） △3,910

営業外収益  

受取利息 64

テナント退店違約金受入 110

補助金収入 50

その他 82

営業外収益合計 307

営業外費用  

支払利息 384

その他 58

営業外費用合計 443

経常損失（△） △4,047

特別利益  

固定資産売却益 661

特別利益合計 661

特別損失  

固定資産除売却損 10

店舗閉鎖損失 243

その他 20

特別損失合計 273

税引前四半期純損失（△） △3,659

法人税、住民税及び事業税 151

法人税等調整額 △1,473

法人税等合計 △1,322

四半期純損失（△） △2,336
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【第３四半期会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間 
(自 2009年８月21日 
 至 2009年11月20日) 

売上高 55,254

売上原価 41,033

売上総利益 14,220

その他の営業収入 3,627

営業総利益 17,848

販売費及び一般管理費 19,809

営業損失（△） △1,961

営業外収益  

受取利息 21

テナント退店違約金受入 23

その他 24

営業外収益合計 70

営業外費用  

支払利息 125

その他 33

営業外費用合計 159

経常損失（△） △2,050

特別利益  

固定資産売却益 661

特別利益合計 661

特別損失  

固定資産除売却損 0

店舗閉鎖損失 210

その他 18

特別損失合計 229

税引前四半期純損失（△） △1,617

法人税、住民税及び事業税 44

法人税等調整額 △643

法人税等合計 △599

四半期純損失（△） △1,018
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年11月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △3,659

減価償却費 4,674

賞与引当金の増減額（△は減少） 919

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142

受取利息及び受取配当金 △98

支払利息 384

有形固定資産除売却損益（△は益） △651

売上債権の増減額（△は増加） △646

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,634

未収入金の増減額（△は増加） 593

仕入債務の増減額（△は減少） △3,737

預り金の増減額（△は減少） 417

その他 △111

小計 861

利息及び配当金の受取額 53

利息の支払額 △389

法人税等の支払額 △416

営業活動によるキャッシュ・フロー 109

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 △4,266

有形固定資産の売却による収入 921

差入保証金の差入による支出 △53

差入保証金の回収による収入 788

預り保証金の受入による収入 338

預り保証金の返還による支出 △936

長期前払費用の取得による支出 △131

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,342

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） 1,800

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 6,000

長期借入金の返済による支出 △3,816

自己株式の増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 617

現金及び現金同等物の期首残高 3,397

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,015
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

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) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考資料」

(1) （要約）前四半期損益計算書

前第３四半期累計期間

（自 2008年２月21日
  至 2008年11月20日）

区分 金額(百万円)
百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 183,211 100.0

Ⅱ 売上原価 133,754 73.0

  売上総利益 49,456 27.0

Ⅲ その他の営業収入 12,015 6.6

  営業総利益 61,472 33.6

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

64,518 35.2

  営業損失(△) △3,046 △1.7

Ⅴ 営業外収益 352 0.2

Ⅵ 営業外費用 415 0.2

  経常損失(△) △3,109 △1.7

Ⅶ 特別利益 4 0.0

Ⅷ 特別損失 46 0.0

  税引前四半期純損失 (△) △3,151 △1.7

  法人税、住民税及び事業税 118

  法人税等調整額 △1,252 △1,134 △0.6

  四半期純損失 (△) △2,016 △1.1
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(2) （要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間

(自 2008年２月21日
 至 2008年11月20日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純損失（△） △3,151

   減価償却費 4,873

   減損損失 ─

   貸倒引当金の増減額 (減少:△) 0

   賞与引当金の増減額 (減少:△) 1,141

   役員賞与引当金の増減額 (減少:△) 0

   閉店損失引当金の増減額 (減少:△) △5

   退職給付引当金の増減額 (減少:△) 75

   役員退職慰労引当金の増減額 
   (減少:△)

─

   受取利息及び受取配当金 △111

   支払利息 391

   固定資産除売却損益 (益:△) 9

   売上債権の増減額 (増加:△) △891

   たな卸資産の増減額 (増加:△) △1,513

   未収入金の増減額 (増加:△) △1,687

   仕入債務の増減額 (減少:△) △2,876

   預り金の増減額 (減少:△) 2,138

   その他 144

    小計 △1,464

   利息及び配当金の受取額 65

   利息の支払額 △383

   法人税等の支払額 △39

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,821
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前第３四半期累計期間

(自 2008年２月21日
 至 2008年11月20日)

区分 金額(百万円)

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 △6,652

   有形固定資産等の売却による収入 ─

   貸付金の回収による収入 1

   差入保証金の差入による支出 △67

   差入保証金の返還による収入 685

   預り保証金の預りによる収入 424

   預り保証金の返還による支出 △696

   長期前払費用の取得による支出 △241

   その他 △6

  投資活動によるキャッシュ・フロー △6,553

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額 (減少:△) 11,100

   コマーシャル・ペーパーの増減額   
   （減少：△）

2,000

   長期借入れによる収入 ─

   長期借入金の返済による支出 △4,192

   自己株式の取得・売却による純支出 △1

   配当金の支払額 △187

  財務活動によるキャッシュ・フロー 8,718

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 343

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,864

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,208
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