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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）

 (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 ％

24年２月期第２四半期 54,833 1.5 697 98.0 664 158.3 157 946.0

23年２月期第２四半期 54,020 △4.1 352 △15.3 257 △31.0 15 △87.6

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 16. 14 16. 13

23年２月期第２四半期 1. 54 ─

 (2) 連結財政状態

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

24年２月期第２四半期 34,333 5,588 15.6 550. 60

23年２月期 34,462 5,489 15.3 540. 60

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 5,361百万円 23年２月期 5,264百万円

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

23年２月期 ─ 0. 00 ─ 10. 00 10. 00

24年２月期 ─ 0. 00

24年２月期(予想) ─ 10. 00 10. 00

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）
(％表示は、対前期増減率)

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 109,000 2.0 1,020 101.5 970 194.4 240 ─ 24. 62



  

 
(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。 

  

 
(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） 

 
  

・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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は

終了していません。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (            )、除外  ─社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 9,748,917株 23年２月期 9,748,917株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 10,637株 23年２月期 10,577株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 9,738,340株 23年２月期２Ｑ 9,738,664株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響もあり、依然として厳しい経済環境
にあり、小売業におきましても、雇用情勢の悪化、所得の減少等の影響により、個人消費は下降傾向にあ
り、厳しい状況が続いております。 
このような環境の中、当社グループにおきましては、経営方針である社是「正しい商売」を徹底し、お

客様の信頼と支持を得る為、お買い得商品の提供や安全・安心な商品の提供に取り組んで参りました。 
収益力改善のため不採算店舗２店舗を閉鎖し、新規に２店舗を出店し、また８店舗の改装を実施いたし

ました。また、販売戦略としましては、景気の低迷と生活防衛意識による個人消費の冷え込みに対し、地
域の実勢価格を丁寧に見極め、集客につながる商品を割安感のある価格にて積極的に投入するとともに、
当社が加盟するニチリウグループ（日本流通産業株式会社）のＰＢ商品である「くらしモア」の拡販など
積極的な販売活動を推進いたしました。 
その結果、チラシ攻勢による競合との顧客争奪戦や、消費者の節約志向による客単価下落の影響はあり

ましたが、売上高は前年を上回り、また販管費削減の効果により、経費率は低い水準となりました。 
以上の結果、当第２四半期累計期間における当社グループの業績は、営業収益548億33百万円、営業利

益６億97百万円、経常利益６億64百万円、四半期純利益１億57百万円となりました。 

  

当第２四半期累計期間は、未収入金の減少に伴い、前期末に比べ総資産が１億29百万円減少いたしまし
た。負債総額は２億28百万円減少し、純資産が99百万円増加したことにより、自己資本比率は0.3ポイン
ト増加し15.6％となりました。 
  

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は、19億61百万円（前連結会計年度末比５億
70百万円の増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因につきましては、以下の
とおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、34億２百万円の収入（前年同四半期比14億62百万円の収入

増）となりました。これは主に、仕入債務の増加によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは８億45百万円の支出（前年同四半期比２億23百万円の支出

増）となりました。これは主に、新規出店及び店舗改装に伴う支出によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億85百万円の支出（前年同四半期比10億64百万円の支出

増）となりました。これは主に、短期借入金の減少など有利子負債の圧縮によるものです。 

  

業績予想数値は、平成23年10月７日公表時より変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(資産・負債・純資産の状況)

(連結キャッシュ・フローの状況)

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(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。 

  

  ・簡便な会計処理 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

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経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化が無いと認められるので、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っております。 

  

  ・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ4,274千円減少してお

り、税金等調整前四半期純利益は52,946千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130,208千円であります。 

  

・表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）の適用に伴い、当第

２四半期連結累計(会計)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。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

ていた「未収入金の増減額（△は増加）」は重要性が増加したため、区分掲記しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「未収入金の増減額（△は増加）」は67,943千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

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 1,991,290 1,420,740

売掛金 479,477 384,325

有価証券 23,970 23,962

商品及び製品 3,018,058 2,998,313

原材料及び貯蔵品 38,136 56,146

未収入金 1,348,522 2,196,921

繰延税金資産 519,852 554,792

その他 787,915 690,214

貸倒引当金 △14,580 △30,841

流動資産合計 8,192,642 8,294,575

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,268,531 10,088,566

土地 5,795,842 5,787,134

その他（純額） 1,173,838 1,147,046

有形固定資産合計 17,238,211 17,022,748

無形固定資産 1,035,606 1,050,875

投資その他の資産

投資有価証券 689,850 696,605

敷金及び保証金 5,140,700 5,305,160

再評価に係る繰延税金資産 469,324 469,324

繰延税金資産 1,065,333 1,149,614

その他 621,078 577,359

貸倒引当金 △165,920 △150,030

投資その他の資産合計 7,820,367 8,048,035

固定資産合計 26,094,185 26,121,658

繰延資産

社債発行費 47,041 46,733

繰延資産合計 47,041 46,733

資産合計 34,333,870 34,462,967
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（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

買掛金 6,425,806 5,410,307

短期借入金 4,000,000 6,674,000

1年内返済予定の長期借入金 3,052,600 2,479,948

1年内償還予定の社債 700,000 650,000

未払金 1,843,178 1,472,014

未払法人税等 193,043 122,850

賞与引当金 429,750 285,000

その他の引当金 114,358 111,136

その他 1,123,324 1,271,742

流動負債合計 17,882,062 18,476,998

固定負債

社債 2,225,000 2,350,000

長期借入金 4,650,177 3,955,228

退職給付引当金 1,368,007 1,360,196

役員退職慰労引当金 451,900 448,650

資産除去債務 131,445 －

長期未払金 925,705 1,171,127

その他 1,110,911 1,211,744

固定負債合計 10,863,146 10,496,946

負債合計 28,745,209 28,973,945

純資産の部

株主資本

資本金 2,635,987 2,635,987

資本剰余金 2,910,859 2,910,859

利益剰余金 667,714 607,875

自己株式 △7,884 △7,856

株主資本合計 6,206,677 6,146,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,342 △56,921

土地再評価差額金 △825,441 △825,441

評価・換算差額等合計 △844,784 △882,362

新株予約権 226,768 224,518

純資産合計 5,588,660 5,489,021

負債純資産合計 34,333,870 34,462,967
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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 52,864,631 53,712,414

売上原価 39,916,678 40,342,047

売上総利益 12,947,953 13,370,366

営業収入 1,155,955 1,121,465

営業総利益 14,103,909 14,491,832

販売費及び一般管理費 13,751,838 13,794,586

営業利益 352,070 697,245

営業外収益

受取利息 18,739 20,331

受取配当金 10,831 10,402

資材売却による収入 30,392 73,261

その他 14,365 23,488

営業外収益合計 74,329 127,484

営業外費用

支払利息 132,888 117,308

その他 36,438 43,407

営業外費用合計 169,327 160,716

経常利益 257,072 664,013

特別利益

固定資産売却益 － 26,382

新株予約権戻入益 － 8,775

テナント退店違約金収入 10,500 13,150

特別利益合計 10,500 48,307

特別損失

固定資産除却損 13,494 68,499

店舗閉鎖損失 － 4,282

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,671

投資有価証券評価損 136,201 103,490

賃貸借契約解約損 1,648 77,321

その他 － 3,732

特別損失合計 151,343 305,998

税金等調整前四半期純利益 116,228 406,323

法人税、住民税及び事業税 27,700 157,130

法人税等調整額 73,497 91,971

法人税等合計 101,197 249,101

少数株主損益調整前四半期純利益 － 157,222

四半期純利益 15,031 157,222
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

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 26,834,048 26,949,150

売上原価 20,354,201 20,415,457

売上総利益 6,479,846 6,533,692

営業収入 580,036 563,335

営業総利益 7,059,883 7,097,027

販売費及び一般管理費 6,873,817 6,903,889

営業利益 186,065 193,137

営業外収益

受取利息 9,474 10,173

受取配当金 10,820 10,391

資材売却による収入 18,244 38,046

その他 5,750 10,757

営業外収益合計 44,291 69,369

営業外費用

支払利息 64,176 55,917

その他 17,553 22,857

営業外費用合計 81,730 78,774

経常利益 148,626 183,731

特別利益

固定資産売却益 － 26,225

テナント退店違約金収入 10,000 12,850

特別利益合計 10,000 39,075

特別損失

固定資産除却損 10,420 32,723

投資有価証券評価損 136,065 －

賃貸借契約解約損 412 300

その他 － 3,732

特別損失合計 146,898 36,756

税金等調整前四半期純利益 11,728 186,051

法人税、住民税及び事業税 △3,200 33,615

法人税等調整額 26,136 40,138

法人税等合計 22,936 73,753

少数株主損益調整前四半期純利益 － 112,297

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,208 112,297
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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 116,228 406,323

減価償却費 841,712 833,468

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,700 144,750

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,665 △7,665

ポイント引当金の増減額（△は減少） △29,894 10,887

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,332 7,810

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,850 3,250

受取利息及び受取配当金 △29,571 △30,733

支払利息 132,888 117,308

店舗閉鎖損失 － 4,282

有形固定資産売却損益（△は益） － △26,382

有形固定資産除却損 13,494 68,499

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,671

投資有価証券評価損益（△は益） 136,201 103,490

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,765 △1,733

未収入金の増減額（△は増加） － 741,992

仕入債務の増減額（△は減少） 843,246 1,015,498

その他 38,681 74,764

小計 2,273,305 3,514,484

利息及び配当金の受取額 12,340 11,331

利息の支払額 △130,906 △122,791

法人税等の支払額 △215,479 △1,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,939,260 3,402,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △429,525 △834,858

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 35,600

投資有価証券の取得による支出 － △30,000

敷金及び保証金の差入による支出 △223,436 △27,928

敷金及び保証金の回収による収入 14,760 8,136

その他 15,409 3,088

投資活動によるキャッシュ・フロー △622,791 △845,961

㈱エコス（7520）平成24年２月期　第２四半期決算短信

─8─



（単位：千円）

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)

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） △2,120,666 △2,674,000

社債の発行による収入 487,000 243,500

社債の償還による支出 △100,000 △325,000

割賦債務の返済による支出 △396,274 △379,054

長期借入れによる収入 2,400,000 2,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,070,517 △1,432,399

再生債権の弁済による支出 △23,576 △21,290

配当金の支払額 △96,786 △97,236

その他 △194 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △921,015 △1,985,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 395,452 570,535

現金及び現金同等物の期首残高 1,439,048 1,390,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,834,501 1,961,030
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、食料品及び日用雑貨等の販売を主力としたスーパーマーケット事業を単一の報告セグ

メントとしており、その他事業の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、その他事業に

は、賃貸業、卸売り業等が含まれております。 

  

(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。 

  

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

(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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