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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11月30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 ％

25年2月期第3四半期 256,103 △1.9 1,493 △4.9 694 △10.8 △229 ―
24年2月期第3四半期 261,159 △1.9 1,571 25.2 778 99.4 △870 ―

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 △286百万円 （―％） 24年2月期第3四半期 △747百万円 （―％）

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

25年2月期第3四半期 △2.69 ―
24年2月期第3四半期 △10.21 ―

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

25年2月期第3四半期 236,854 96,390 40.7 1,131.18
24年2月期 238,858 97,190 40.7 1,140.49
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  96,363百万円 24年2月期  97,159百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年2月期 ― 3.00 ―
25年2月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 352,000 0.1 4,500 6.5 3,300 2.0 700 1.6 8.22



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

（注）詳細は、添付資料P.３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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レビュー手続きの対象外であり、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
報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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
業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期3Q 85,291,365 株 24年2月期 85,291,365 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 103,023 株 24年2月期 100,542 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 85,189,514 株 24年2月期3Q 85,191,453 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間（平成24年3月1日～平成24年11月30日）の小売業を取り巻く環境

は、消費税増税法案の成立や電気料金の値上げ等で節約志向がさらに高まっていることに加え、

商圏内の競合店の増加によって低価格競争が激化するなど、依然厳しい状況が続いております。 

このような経営環境下、当社グループは、3ヵ年中期経営計画「ＣＡＰ－Ｉ」をスタートさ

せ、「ロジスティックス改革」を中核に据えて「組織・人事制度改革」「グループ体制再構築」

「ＭＤ改革」「費用構造改革」などの施策にグループを挙げて取り組んでおります。 

中核企業のイズミヤ㈱では、「客数100・売上高100」をスローガンに地域密着政策を基本とし

た既存店の活性化を進めてお客様満足の向上を図り、競合店の出店等による商圏の縮小に対応し

てまいりました。 

既存店活性化取組として9月以降も、枚方店（大阪府）、平野店（大阪府）、西神戸店（兵庫

県）などで改装を実施し売場の活性化を図りました。ネットスーパー「楽楽マーケット」では、

9月に白梅町店（京都府）でリニューアル開業、10月にカナート洛北店（京都府）で新規開業い

たしました。 

同時に費用構造改革にも引き続き取り組んでおります。新たに平野店、学園前店（奈良県）、

阪和堺店（大阪府）の3店舗をパイロット店として店舗運営体制を見直し、後方業務を中心とし

た費用削減に取り組みました。今後、他の店舗にも波及してまいります。 

グループ各社においても、費用構造改革やグループ外事業の拡大などに取り組んでまいりまし

た。惣菜の製造販売会社㈱デリカ・アイフーズでは、夕食宅配サービス「夕食の宅み菜」の宅配

を9月3日から開始し、順調に受注数を増やしております。 

 これらの結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は2,561億3百万円

（前年同四半期比1.9％減）、営業利益は14億93百万円（前年同四半期比4.9％減）、経常利益は

6億94百万円（前年同四半期比10.8％減）、四半期純損失は2億29百万円（前年同四半期は四半期

純損失8億70百万円）となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて20億3百万円減少し、

2,368億54百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が15億1百万円増加した一方、有形

固定資産が19億96百万円、敷金及び保証金が16億30百万円それぞれ減少したこと等によるもので

す。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて12億3百万円減少し、1,404億63百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金が40億33百万円増加した一方、社債が71億41百万円減少したこと等によ

るものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて8億0百万円減少し、963億90百万円となりました。この

結果、自己資本比率は40.7％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月３日に公表した業績予想からの変更はございません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。  

     

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,758 6,952

受取手形及び売掛金 11,702 13,203

商品及び製品 21,642 23,185

仕掛品 2 2

原材料及び貯蔵品 186 179

その他 10,365 9,238

貸倒引当金 △635 △509

流動資産合計 50,022 52,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,133 51,535

土地 88,258 88,258

その他（純額） 4,799 4,400

有形固定資産合計 146,191 144,194

無形固定資産   

のれん 158 89

その他 9,664 9,406

無形固定資産合計 9,822 9,496

投資その他の資産   

敷金及び保証金 27,150 25,520

その他 5,965 5,662

貸倒引当金 △325 △322

投資その他の資産合計 32,791 30,859

固定資産合計 188,805 184,551

繰延資産 30 51

資産合計 238,858 236,854
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,535 26,569

短期借入金 30,942 30,597

未払法人税等 623 380

ポイント引当金 652 761

賞与引当金 985 1,693

役員賞与引当金 52 －

利息返還損失引当金 206 209

商品券回収損失引当金 168 168

店舗閉鎖損失引当金 2 －

その他 22,609 23,347

流動負債合計 78,779 83,726

固定負債   

社債 11,016 3,875

長期借入金 38,159 38,965

退職給付引当金 2,348 2,672

資産除去債務 1,699 1,744

その他 9,663 9,479

固定負債合計 62,888 56,736

負債合計 141,667 140,463

純資産の部   

株主資本   

資本金 39,066 39,066

資本剰余金 45,343 45,343

利益剰余金 12,793 12,052

自己株式 △53 △54

株主資本合計 97,149 96,407

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213 180

繰延ヘッジ損益 13 －

為替換算調整勘定 △216 △224

その他の包括利益累計額合計 10 △44

少数株主持分 31 27

純資産合計 97,190 96,390

負債純資産合計 238,858 236,854
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年11月30日) 

売上高 253,795 248,573

売上原価 178,928 176,018

売上総利益 74,867 72,554

営業収入 7,363 7,529

営業総利益 82,230 80,084

販売費及び一般管理費 80,659 78,590

営業利益 1,571 1,493

営業外収益   

受取利息 6 10

受取配当金 31 31

その他 290 196

営業外収益合計 328 237

営業外費用   

支払利息 885 820

その他 235 217

営業外費用合計 1,121 1,037

経常利益 778 694

特別利益   

固定資産売却益 － 11

店舗閉鎖損失引当金戻入額 4 －

その他 7 －

特別利益合計 12 11

特別損失   

投資有価証券評価損 249 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 496 162

減損損失 50 118

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 629 －

その他 242 24

特別損失合計 1,668 304

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△877 400

法人税、住民税及び事業税 388 331

法人税等調整額 △388 301

法人税等合計 0 632

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △878 △231

少数株主損失（△） △8 △2

四半期純損失（△） △870 △229
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △878 △231

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 126 △33

繰延ヘッジ損益 4 △13

為替換算調整勘定 － △8

その他の包括利益合計 130 △54

四半期包括利益 △747 △286

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △739 △284

少数株主に係る四半期包括利益 △8 △2

イズミヤ㈱ (8266) 平成25年２月期　第３四半期決算短信

－ 7 －



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
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