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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の連結業績（2020年２月21日～2020年11月20日）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 320,926 0.6 9,158 31.7 9,976 32.9 6,335 30.3

2020年２月期第３四半期 318,992 △0.6 6,952 △21.6 7,504 △21.4 4,862 △21.6
(注) 包括利益 2021年2月期第3四半期 5,899百万円( 31.0％) 2020年2月期第3四半期 4,501百万円(△23.5％)
　

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

2021年２月期第３四半期 120.79 －

2020年２月期第３四半期 92.71 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 295,841 164,088 54.8

2020年２月期 297,025 160,075 53.2
(参考) 自己資本 2021年2月期第3四半期 162,082百万円 2020年2月期 157,968百万円
　

　

　

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

2020年２月期 － 17.00 － 18.00 35.00

2021年２月期 － 17.00 －

2021年２月期(予想) 18.00 35.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年２月期の連結業績予想（2020年２月21日～2021年２月20日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 434,000 0.1 12,400 18.5 13,500 18.6 6,600 8.2 125.84
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (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） ―
　

　

（２）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、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会
計処理の適用」をご覧ください。

　

（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) 2021年２月期３Ｑ 58,546,470株 2020年２月期 58,546,470株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 6,097,172株 2020年２月期 6,096,888株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 52,449,487株 2020年２月期３Ｑ 52,449,805株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（2020年2月21日から2020年11月20日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により経営活動は制限され、景気は急速に悪化し極めて厳しい状況となりました。

当小売業界におきましては、「巣ごもり消費」により食品中心に一部の押し上げ要因や政府による各種施策の

効果もあり回復の兆しが見られたものの、感染の再拡大により需要の先行きは不透明感が強まっております。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益3,209億26百万円（前年同期比0.6％増）、営業利

益91億58百万円（前年同期比31.7％増）、経常利益99億76百万円（前年同期比32.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益63億35百万円（前年同期比30.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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11億83百万円減少し、2,958億41百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金が13億78百万円増加し、有形固定資産が８億61百万円、投資有価証券

が８億２百万円、無形固定資産が３億72百万円、敷金及び保証金が３億70百万円減少したこと等であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ51億96百万円減少し、1,317億53百万円となりました。この主な要因は、コマ

ーシャルペーパー(流動負債その他)が100億円、支払手形及び買掛金が27億75百万円、賞与引当金が13億66百万円

増加し、短期借入金が203億31百万円減少したこと等であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ40億13百万円増加し、1,640億88百万円となりました。この主な要因は、利

益剰余金が44億99百万円増加したこと等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の業績予想数値は、2020年10月１日公表時より変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

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

（税金費用の計算）

当社の税金費用については、当第３四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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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
(2020年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,528 23,907

受取手形及び売掛金 6,491 6,701

商品及び製品 19,867 19,638

原材料及び貯蔵品 175 150

その他 5,381 5,452

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 54,439 55,849

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 93,870 93,486

土地 96,337 96,364

その他（純額） 9,127 8,622

有形固定資産合計 199,334 198,473

無形固定資産

のれん 873 823

借地権 5,527 5,468

その他 3,630 3,367

無形固定資産合計 10,031 9,659

投資その他の資産

投資有価証券 4,815 4,013

敷金及び保証金 20,412 20,041

繰延税金資産 4,440 4,504

その他 3,856 3,605

貸倒引当金 △305 △305

投資その他の資産合計 33,219 31,859

固定資産合計 242,585 239,992

資産合計 297,025 295,841
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,283 33,059

電子記録債務 408 －

短期借入金 29,907 9,576

未払法人税等 1,899 2,144

賞与引当金 1,378 2,745

ポイント引当金 7,482 7,827

利息返還損失引当金 75 79

閉店損失引当金 693 82

設備関係電子記録債務 3,463 812

その他 22,730 35,639

流動負債合計 98,323 91,966

固定負債

長期借入金 16,805 18,274

退職給付に係る負債 8,681 8,511

資産除去債務 3,274 3,321

受入敷金保証金 8,925 8,739

繰延税金負債 71 109

その他 868 831

固定負債合計 38,627 39,786

負債合計 136,950 131,753

純資産の部

株主資本

資本金 11,614 11,614

資本剰余金 19,748 19,748

利益剰余金 135,814 140,314

自己株式 △12,310 △12,311

株主資本合計 154,866 159,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,324 919

為替換算調整勘定 1,607 1,548

退職給付に係る調整累計額 170 248

その他の包括利益累計額合計 3,101 2,716

非支配株主持分 2,106 2,005

純資産合計 160,075 164,088

負債純資産合計 297,025 295,841
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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 2019年２月21日
　至 2019年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年11月20日)

営業収益

売上高 298,567 300,959

営業収入 20,425 19,967

営業収益合計 318,992 320,926

売上原価 210,595 212,368

売上総利益 87,971 88,591

営業総利益 108,396 108,558

販売費及び一般管理費 101,443 99,399

営業利益 6,952 9,158

営業外収益

受取利息 255 216

受取補助金 63 187

その他 345 525

営業外収益合計 664 929

営業外費用

支払利息 32 29

支払補償金 － 24

為替差損 49 7

雑損失 － 28

その他 31 20

営業外費用合計 112 110

経常利益 7,504 9,976

特別利益

固定資産売却益 63 10

投資有価証券売却益 － 440

その他 － 253

特別利益合計 63 704

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 － 212

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 260 188

閉店損失引当金繰入額 16 83

減損損失 17 78

その他 22 40

特別損失合計 316 604

税金等調整前四半期純利益 7,252 10,077

法人税等 2,399 3,789

四半期純利益 4,853 6,287

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △9 △47

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,862 6,335
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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 2019年２月21日
　至 2019年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年11月20日)

四半期純利益 4,853 6,287

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2 △404

為替換算調整勘定 △514 △61

退職給付に係る調整額 161 77

その他の包括利益合計 △351 △387

四半期包括利益 4,501 5,899

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,537 5,950

非支配株主に係る四半期包括利益 △36 △50
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　


