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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第49期
第３四半期
連結累計期間

第50期
第３四半期
連結累計期間

第49期
第３四半期
連結会計期間

第50期
第３四半期
連結会計期間

第49期

会計期間

自　平成21年
　　３月１日
至　平成21年
    11月30日

自　平成22年
    ３月１日
至　平成22年
    11月30日

自　平成21年
    ９月１日
至　平成21年
    11月30日

自　平成22年
    ９月１日
至　平成22年
    11月30日

自　平成21年
    ３月１日
至　平成22年
    ２月28日

営業収益 (百万円) 356,764 365,424 114,218 119,083 492,140

経常利益 (百万円) 13,530 14,166 4,130 4,497 19,730

四半期(当期)純利益 (百万円) 6,741 7,225 2,119 2,409 8,752

純資産額 (百万円) － － 121,767 129,590 123,745

総資産額 (百万円) － － 392,850 377,819 388,277

１株当たり純資産額 (円) － － 1,206.731,256.751,228.70

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 70.76 75.84 22.25 25.29 91.86

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 66.37 － － － 87.42

自己資本比率 (％) － － 29.3 31.7 30.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 12,905 968 － － 34,427

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 17,234 △7,645 － － △ 20,253

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,438 3,225 － － △ 8,393

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － － 12,824 12,028 15,490

従業員数 (人) － － 3,598 3,564 3,542

(注)1　営業収益（売上高及び営業収入）には、消費税等は含まれておりません。

2  第50期第３四半期連結累計期間及び第49期第３四半期連結会計期間並びに第50期第３四半期連結会計期間に

おける潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年11月30日現在

従業員数(人)
3,564
(7,002)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数の（外書）は、パートタイマー（８時間換算）の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員でありま

す。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年11月30日現在

従業員数(人)
2,716
（4,631）

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数の（外書）は、パートタイマー（８時間換算）の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における売上高の内訳は、次のとおりであります。

区分 品名 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

　 衣料品 19,633 △2.0

　 住居関連品 10,164 △1.5

総合小売事業 食料品 38,065 6.7

　 賃貸店舗 40,142 7.6

　 その他 2,412 △5.6

　 合計 110,418 4.3

その他事業 　 2,892 9.7

合計　 113,311 4.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入高の内訳は、次のとおりであります。

区分 品名 仕入高（百万円） 前年同四半期比（％）

　 衣料品 14,252 △4.2

　 住居関連品 7,349 △8.5

総合小売事業 食料品 28,968 4.7

　 賃貸店舗 36,681 9.5

　 その他 3,335 6.8

　 合計 90,588 3.9

その他事業 　 1,701 13.7

合計　 92,289 4.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、世界的金融危機以降の大幅な落ち込みが一巡し緩やかな

回復局面を迎えていますが、雇用環境・所得状況は依然低迷を続けており、消費意欲は盛り上がりを欠

き、個人消費は伸び悩みました。

　このような状況のもと、当社グループは引き続きお客様満足の獲得を目指して経営・業務の革新にス

ピードを持って取り組んでまいりました。特に、当社グループの中核である総合小売事業においては、

「いいものを安く」をスローガンに掲げ、商品構成や提供方法、価格設定等をお客様の視点で見直し、価

値ある商品を低価格で提供するべく努めてまいりました。その中でも、消費支出の縮減が顕著な衣料品部

門においては、これまで売場面積や在庫水準の適正化を推し進めてまいりましたが、さらに売場の魅力を

高める取組みに重点を移し、高付加価値商品の拡充と同時に低価格で高回転の商品群の投入に取り組み

ました。

　店舗面では、小商圏型のディスカウント業態として９月に「DSイズミうきは店」（福岡県うきは市、店

舗面積　約7,300㎡）、11月に「DSイズミ津山店」（岡山県津山市、店舗面積　約2,500㎡）を新設してお

り、日常の商品を中心とした品揃えで、安さ一番の価格設定とローコストオペレーションの徹底に努めま

した。

　これらに加えて良好な天候や販売単価の下げ止まりにも支えられ、販売動向は回復傾向にあり、第３四

半期連結会計期間における総合小売事業の売上高は1,104億18百万円（前年同四半期比　4.3％増）とな

りました。

　また、その他事業におきましては、カード事業会社㈱ゆめカードにおいてキャッシング収入が昨年６月

から始まった総量規制の影響により減少したものの、クレジット手数料の増加等でこれを補い、売上高は

28億92百万円（前年同四半期比　9.7％増）となりました。

　コスト面においては、低価格商品の拡充や余剰在庫の削減、青果物の市況上昇等に伴い売上総利益率が

低下した一方、引き続き生産性の改善による人件費の抑制等に努め、利益率の改善を図りました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間の営業収益は1,190億83百万円（前年同四半期比　4.3％増）、

営業利益は47億52百万円（前年同四半期比　6.8％増）、経常利益は44億97百万円（前年同四半期比　

8.9％増）、四半期純利益は24億9百万円（前年同四半期比　13.7％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

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104億57百万円減少し、3,778億19

百万円となりました。これは主に、減価償却の進展による有形固定資産の減少や期末曜日要因による店舗

両替用現金の減少によるものです。

　負債は、前連結会計年度末に比べて163億3百万円減少し、2,482億28百万円となりました。これは主に前

連結会計年度末日が銀行休業日であったために支払が持ち越された支払手形及び買掛金等の資金決済、

設備投資関連未払金の期日到来による資金決済によるものです。

　純資産は、内部留保の増加や自己株式消却に伴う少数株主持分の増加等により、前連結会計年度末に比

べて58億45百万円増加し、1,295億90百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務

活動によるキャッシュ・フローの収入を投資活動によるキャッシュ・フローの支出に充当しており、第

２四半期連結会計期間末に比べて５億82百万円増加し120億28百万円となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の非資金性費用を除いた税金等調整前四半期純利

益等の収入項目に対して、売掛金やたな卸資産の増減及び法人税等の支出等の支出項目が超過した結果、

３億69百万円の支出となりました。なお、前第３四半期連結会計期間の実績は26億88百万円の収入でした

が、当第３四半期連結会計期間の実績との差の主な要因は、その他項目が一部の経過勘定の一時的増減に

より変動したことと、中間納税額の増加により法人税等の支払額が増加したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、6億18百万円の支出となりました（前年同四半期実績は44億38

百万円の支出）。これは主に、前連結会計年度に開店した店舗に係る設備未払金の資金決済及び当第３四

半期連結累計期間に新設した店舗に係る設備資金の支払によるものです。 

　財務活動によるキャッシュ・フローは、15億73百万円の収入となりました（前年同四半期実績は28億97

百万円の収入）。これは主に、短期借入金の増加によるものであり、営業活動によるキャッシュ・フロー

の支出、投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び長期借入金の返済に充当しております。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった、うきは店（福岡県うきは市）及び津山店（岡山県津山

市）の新設につきましては、それぞれ平成22年９月及び平成22年11月に完了いたしました。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 195,243,000

計 195,243,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年1月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 109,117,420109,117,420

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数　100株

計 109,117,420109,117,420― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年11月30日 ― 109,117 ― 19,613 ― 22,282

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年８月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式
13,843,500

（相互保有株式）
普通株式
9,500
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
95,197,400

951,974 ―

単元未満株式
普通株式
67,020

― ―

発行済株式総数 109,117,420― ―

総株主の議決権 ― 951,974 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社サングリーン所有の相互保有株式２株及び当社所有の自己株

式34株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社イズミ

広島市南区京橋町２番22
号

13,843,500 ― 13,843,50012.69

（相互保有株式）
株式会社サングリーン

広島県三次市十日市東四
丁目１番30号

9,500 ― 9,500 0.01

計 ― 13,853,000 ― 13,853,00012.70
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　３月 　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 ９月 10月 11月

最高(円) 1,2361,4531,3231,2981,2191,1381,0961,1801,164

最低(円) 1,0591,2191,1461,1771,1161,0371,0011,0161,031

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりでありま

す。

　

　　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
（営業本部長）

専務取締役

（管理本部長）
吉田　恒彦 平成22年10月11日

常務取締役

（営業副本部長　兼

　　九州ゾーン営業部長）

常務取締役
（九州ゾーン営業部長）

梶原　雄一朗 平成22年10月11日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年３月１日から平成21年11月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年９月１日から平成22年11月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年３月１日から平成22年11月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年　９月

１日から平成21年11月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年　11月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第３四半

期連結会計期間(平成22年９月１日から平成22年11月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年

３月１日から平成22年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人に

より四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。
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１【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３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,028 15,490

受取手形及び売掛金 21,128 17,531

商品及び製品 22,955 23,181

仕掛品 45 69

原材料及び貯蔵品 272 288

その他 16,058 19,079

貸倒引当金 △987 △930

流動資産合計 71,501 74,711

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 137,962

※
 143,237

土地 119,844 119,265

その他（純額） ※
 9,993

※
 10,938

有形固定資産合計 267,800 273,441

無形固定資産 7,312 7,654

投資その他の資産

その他 31,996 33,293

貸倒引当金 △791 △822

投資その他の資産合計 31,204 32,470

固定資産合計 306,317 313,565

資産合計 377,819 388,277

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,723 30,328

短期借入金 40,610 21,080

1年内返済予定の長期借入金 22,087 20,724

未払法人税等 2,404 6,100

賞与引当金 2,797 1,588

役員賞与引当金 2 12

ポイント引当金 1,169 1,067

商品券回収損失引当金 54 53

その他 12,953 23,616

流動負債合計 105,802 104,572

固定負債

長期借入金 108,370 124,253

退職給付引当金 5,745 5,487

役員退職慰労引当金 819 1,163

利息返還損失引当金 589 692

その他 26,900 28,363

固定負債合計 142,426 159,959

負債合計 248,228 264,531
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 19,613 19,613

資本剰余金 22,282 22,419

利益剰余金 94,027 107,288

自己株式 △16,262 △32,705

株主資本合計 119,661 116,616

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 365 694

為替換算調整勘定 △295 △251

評価・換算差額等合計 70 443

少数株主持分 9,859 6,685

純資産合計 129,590 123,745

負債純資産合計 377,819 388,277
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(2)【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21年３月１日
　至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年11月30日)

売上高 339,388 348,016

売上原価 265,854 274,634

売上総利益 73,534 73,382

営業収入 17,375 17,407

営業総利益 90,910 90,789

販売費及び一般管理費 ※1
 76,638

※1
 75,804

営業利益 14,271 14,985

営業外収益

受取利息 142 132

仕入割引 314 288

その他 1,090 950

営業外収益合計 1,547 1,371

営業外費用

支払利息 1,683 1,648

その他 604 541

営業外費用合計 2,287 2,190

経常利益 13,530 14,166

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 127 103

有価証券売却益 － ※2
 2,546

その他 37 164

特別利益合計 164 2,814

特別損失

固定資産除却損 419 257

減損損失 786 46

その他 133 151

特別損失合計 1,339 455

税金等調整前四半期純利益 12,355 16,526

法人税、住民税及び事業税 6,123 6,159

法人税等調整額 △864 28

法人税等合計 5,259 6,187

少数株主利益 355 ※2
 3,113

四半期純利益 6,741 7,225
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成22年11月30日)

売上高 108,518 113,311

売上原価 85,026 89,593

売上総利益 23,491 23,717

営業収入 5,700 5,772

営業総利益 29,192 29,490

販売費及び一般管理費 ※
 24,740

※
 24,737

営業利益 4,451 4,752

営業外収益

受取利息 35 34

仕入割引 110 108

違約金収入 － 113

その他 131 117

営業外収益合計 277 373

営業外費用

支払利息 563 528

その他 34 100

営業外費用合計 598 629

経常利益 4,130 4,497

特別利益

その他 7 7

特別利益合計 7 7

特別損失

固定資産除却損 35 49

賃貸借契約解約損 － 44

その他 52 19

特別損失合計 88 113

税金等調整前四半期純利益 4,049 4,391

法人税、住民税及び事業税 1,890 1,910

法人税等調整額 △143 △125

法人税等合計 1,747 1,785

少数株主利益 182 197

四半期純利益 2,119 2,409
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年11月30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 12,355 16,526

減価償却費 10,990 10,823

減損損失 786 46

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 25

受取利息及び受取配当金 △202 △314

支払利息 1,683 1,648

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △44 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 245

有価証券売却損益（△は益） － △2,546

持分法による投資損益（△は益） △65 △10

有形固定資産売却損益（△は益） △1 －

固定資産売却損益（△は益） － 23

固定資産除却損 419 257

売上債権の増減額（△は増加） △2,994 △3,596

たな卸資産の増減額（△は増加） △798 265

仕入債務の増減額（△は減少） △6,888 △6,604

その他 1,821 △4,576

小計 17,051 12,212

利息及び配当金の受取額 286 306

利息の支払額 △1,670 △1,698

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,762 △9,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,905 968

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 △17,538 △11,050

有形固定資産の売却による収入 44 242

無形固定資産の取得による支出 △401 △443

投資有価証券の取得による支出 △11 △3

投資有価証券の売却による収入 253 911

短期貸付金の増減額（△は増加） － 2,332

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

7 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

12 －

その他 398 366

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,234 △7,645
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年11月30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） 11,996 19,530

長期借入れによる収入 26,900 600

長期借入金の返済による支出 △10,616 △15,120

転換社債の償還による支出 △19,070 －

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,524 △1,524

少数株主への配当金の支払額 △20 △20

その他 △225 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,438 3,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,072 △3,462

現金及び現金同等物の期首残高 9,751 15,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 12,824

※
 12,028
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

　　　該当事項はありません。

　

【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】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日  至  平成22年11月30日)

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「短

期貸付金の増減額（△は増加）」（前第３四半期連結累計期間　３百万円）については、重要性が増加したため当

第３四半期連結累計期間では区分掲記しております。

 

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月１日  至  平成22年11月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　前第３四半期連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めておりました「違約金収入」（前第３四半

期連結会計期間　67百万円）については、重要性が増加したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記してお

ります。

　前第３四半期連結会計期間において特別損失の「その他」に含めておりました「賃貸借契約解約損」（前第３

四半期連結会計期間　２百万円）については、重要性が増加したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記し

ております。

　

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四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ものと

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。

２．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して算定する方法

　によっております。

３．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経営環境等、かつ、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。

 

４.　棚卸資産の評価方法
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定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あたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社イズミ(E03068)

四半期報告書

18/26



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　163,322百万円※　有形固定資産の減価償却累計額　　155,427百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

※1　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　広告・販促費　　　    　　5,649百万円

　　　従業員給料賞与　　　   　23,265

　　　賞与引当金繰入額　　    　2,899

　　　貸倒引当金繰入額　　    　　370

　　　退職給付費用　　　　　    　451

　　　福利厚生費　　　　　　    4,226

　　　賃借料　　　　　　　　    7,165

　　　水道光熱費　　　　　　    4,455

　　　減価償却費　　　　　　   10,750

　　　利息返還損失引当金繰入額　  893

　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの 

　　　広告・販促費　　    　　　6,105百万円 

　　　従業員給料賞与　   　　　22,985 

　　　賞与引当金繰入額　    　　2,707 

　　　貸倒引当金繰入額　　    　　480

      退職給付費用              　505

　　　福利厚生費　　　　　　    4,211 

　　　賃借料　　　　　　　　    6,942 

　　　水道光熱費　　　　　　    4,455 

　　　減価償却費　　　　　　　 10,569

      利息返還損失引当金繰入額　　225

 

※２　自己株式消却の影響
　会社法第178条の規定に基づき、平成22年５月31
日に自己株式14,000千株を消却しており、これに
より過年度に当社が連結子会社から取得した自
己株式に係る未実現利益の少数株主持分相当額
が実現しております。
　これに伴い税金等調整前四半期純利益、及び少
数株主利益がそれぞれ2,546百万円増加しており
ます。なお、四半期純利益への影響はありません。
 

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月１日
至  平成22年11月30日)

※ 　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　広告・販促費　　　    　　1,810百万円

　　　従業員給料賞与　　　   　 7,538

　　　賞与引当金繰入額　　    　  855

　　　貸倒引当金繰入額　　    　　133

　　　退職給付費用　　　　　    　157

　　　福利厚生費　　　　　　    1,389

　　　賃借料　　　　　　　　    2,330

　　　水道光熱費　　　　　　    1,338

　　　減価償却費　　　　　　    3,673

　　　

 

※ 　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　広告・販促費　　　    　　2,010百万円

　　　従業員給料賞与　　　   　 7,308

　　　賞与引当金繰入額　　    　  758

　　　貸倒引当金繰入額　　    　　199

　　　退職給付費用　　　　　    　162

　　　福利厚生費　　　　　　    1,383

　　　賃借料　　　　　　　　    2,268

　　　水道光熱費　　　　　　    1,461

　　　減価償却費　　　　　　    3,589

　　　利息返還損失引当金繰入額　   75
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日 
  至　平成22年11月30日)

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

 

     現金及び預金勘定                12,824百万円

     現金及び現金同等物              12,824百万円
 

※　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末　

残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

 

　　 現金及び預金勘定                12,028百万円

　　 現金及び現金同等物              12,028百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年３月１

日  至　平成22年11月30日）

 

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 109,117,420

　
　
２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,846,725

　
　
３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高等

　　該当事項はありません。
　

　

４．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月27日
定時株主総会

普通株式 762 8 平成22年２月28日 平成22年５月28日 利益剰余金

平成22年10月7日
取締役会

普通株式 762 8 平成22年８月31日 平成22年10月29日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　

 

５．株主資本の著しい変動

当社は、会社法第178条の規定に基づき、平成22年５月31日付で自己株式 14,000千株を消却しており

ます。これに伴い当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が321百万円、利益剰余金が18,777百

万円、自己株式が16,444百万円減少しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１

日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

当社及び連結子会社の取扱い商品の種類、性質、販売市場類似性にて判別したところ、全セグメントの

売上高の合計、営業利益の金額の合計に占める小売業の割合がいずれも90％を超えており、また、当該セ

グメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１

日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

在外連結子会社の売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

 

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年３月１

日　至　平成21年11月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

株式会社イズミ(E03068)

四半期報告書

21/26



　

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

　 　

　 1,256.75円
　

　 　

　 1,228.70円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期
連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末
(平成22年２月28日)

純資産の部の合計額(百万円) 129,590 123,745

普通株式に係る純資産額(百万円) 119,731 117,059

差額の主な内訳(百万円) 　 　

  少数株主持分 9,859 6,685

普通株式の発行済株式数(千株) 109,117 123,117

普通株式の自己株式数(千株) 13,846 27,845

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 95,270 95,271

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年３月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 70.76円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 66.37円
　

１株当たり四半期純利益金額 75.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円
　

（注）１ 当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存　在

しないため記載しておりません。

 

２ １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年３月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 6,741 7,225

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 6,741 7,225

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 95,271 95,271

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算
定に用いられた普通株式増加数(千株)
  　転換社債型新株予約権付社債 6,293 －
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月１日
至  平成22年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 22.25円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円
　

１株当たり四半期純利益金額 25.29円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年９月１日
至  平成22年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,119 2,409

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,119 2,409

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 95,272 95,270

　

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

２ 【その他】

第50期（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）中間配当については、平成22年10月７日開催の

取締役会において、平成22年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議し、配当いたしました。

　　①配当金の総額 　　　　　　　　　　　　　　762百万円

　　②１株当たりの金額 　　　　　　　　　　　　８円

　　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　　平成22年10月29日

　

EDINET提出書類

株式会社イズミ(E03068)

四半期報告書

23/26



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年1月12日

株式会社イズミ

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    小 松 原　浩 平

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    和　泉　 年　昭

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    千 々 松　英 樹

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社イズミの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成

21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年11月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イズミ及び連結子会社の平成21年11

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年１月13日

株式会社イズミ

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小松原　浩平

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    谷　    宏子

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    千々松　英樹

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社イズミの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成

22年９月１日から平成22年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成22年11月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イズミ及び連結子会社の平成22年11

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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