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平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

 
平成21年１月９日 

 

 
 （百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 
 (1) 連結経営成績 （％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（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21年２月期第３四半期 155,812 3.6 3,616 △11.6 4,072 △8.2 1,775 △1.4 

20年２月期第３四半期 150,389 7.5 4,089 13.2 4,434 15.7 1,801 18.2 

20年２月期 202,829 － 6,131 － 6,732 － 2,487 － 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

21年２月期第３四半期 27 41 － － 
20年２月期第３四半期 27 80 27 51 
20年２月期 38 37 38 04 
（注）平成21年２月期第３四半期にかかる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 
 (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 

21年２月期第３四半期 79,500 37,296 46.9 575 67 
20年２月期第３四半期 80,111 36,100 45.1 557 03 
20年２月期 78,154 36,601 46.8 564 80 

 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

21年２月期第３四半期 7,468 △3,464 △3,730 10,706 
20年２月期第３四半期 7,982 △1,662 △5,316 10,985 
20年２月期 9,405 △2,746 △6,206 10,433 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

20年２月期 ― ― 7 00 ― ― 7 00 14 00 
21年２月期 ― ― 7 00 ― ―  

14 00 
21年２月期（予想） ― ― 7 00 ― ― 7 00 
（注） 配当予想の当四半期末における修正の有無  ：  無 

上 場 会 社 名 株式会社 カスミ 上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号 ８１９６ ＵＲＬ http://www.kasumi.co.jp/ 
代  表  者 (役職名) 代 表 取 締 役 社 長 (氏名)小濵 裕正 

問合せ先責任者 (役職名) 
常務取締役兼上席執行役員 
経営管理本部マネジャー 
兼経営企画部マネジャー 

(氏名)福井 博文 TEL (029)850－1850(代表)
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３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 【参考】 
（％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 210,800 3.9 5,300 △13.6 5,900 △12.4 2,000 △19.6 30 87 
 

４．その他 

  
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
 ［（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。］ 
 
 
 
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した業績予想は、現時点で入手可能な情報にもとづいております。そのため、様々な
要因により実際の業績は上記予想数値と異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機や急激な円高の影響による企業業績の悪化、株価の

下落、雇用環境の悪化など、景気後退が顕著となりました。個人消費におきましても、これらの経済状況を背

景に消費者の生活防衛意識はますます強まり厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか、当社グループは、お客様の満足度を最優先する食の顧客満足業を目指し、地域密着

の営業戦略を推進してまいりました。 

営業・商品面におきましては、お客様の生活防衛意識の高まりに対応して、「トップバリュ」及びＥＤＬＰ

（エブリデイロープライス）商品を拡販するとともに、100円以下の価格帯でのお買い得企画を実施するなど、

値ごろ感を重視した商品政策を継続強化いたしました。また、「値引き券付き商品券」の販売など消費者の購

買意欲を刺激する企画を実施いたしました。 

人事面におきましては、新就業管理システムの導入と、従業員が複数の業務を行なう「多能化」の推進によ

る人員配置の適正化により、長時間労働の削減に取り組みました。 

環境活動におきましては、新店のフードスクエアピアシティ石岡中央店（茨城県石岡市）において、お客様

とともに「エコロジーと食」を考えるお店をコンセプトに、太陽光発電の導入、レジ袋の無料配布中止、再生

資源の活用などＣＯ2の削減を推進しております。なお、レジ袋の無料配布中止の取り組みは、当第３四半期

末現在41店舗に拡大しております。 

当第３四半期の出店状況につきましては、フードスクエアピアシティ石岡中央店、フードスクエアつくばス

タイル店（茨城県つくば市）、境店（茨城県猿島郡境町）の３店舗を開店いたしました。また、経営効率の観

点から八日市場店、旧境店、小川店を閉店いたしました。 

既存店の活性化につきましては、神栖店、友部スクエア店の改装を行いました。また、芳賀店、東海店の２

店舗をディスカウント業態である「ＦＯＯＤ ＯＦＦストッカー」に業態転換いたしました。 

これらの取り組みの結果、当第３四半期の営業収益は1,558億12百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益は

36億16百万円（前年同期比11.6％減）、経常利益は40億72百万円（前年同期比8.2％減）、四半期純利益は17

億75百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて13億45百万円増加し、795億円となりまし

た。これは主に、当第３四半期会計期間末が金融機関休業日であった影響による売上債権の増加11億83百万円

等によるものであります。 

当第３四半期末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて６億51百万円増加し、422億４百万円とな

りました。これは主に、当第３四半期会計期間末が金融機関休業日であった影響による仕入債務及び未払費用

の増加34億８百万円と借入金の減少28億14百万円等によるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ６億94百万円増加し372億96百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が８億68百万円増加したことによるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第３四半期末に比

べ２億78百万円減少し107億６百万円となりました。 

当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況と要因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） 

当第３四半期に営業活動の結果得られた資金は74億68百万円（前年同期比6.4％減）であり前第３四半期

に比べ５億13百万円減少となりました。これは、主に売上債権が増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期に投資活動の結果使用した資金は34億64百万円（前年同期比108.4％増）であり前第３四半

期に比べ18億２百万円増加となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入が減少したことと、

有形固定資産取得による支出が増加したこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期に財務活動の結果使用した資金は37億30百万円（前年同期比29.8％減）であり前第３四半期

に比べ15億85百万円減少となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が減少したこと等による

ものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

経営環境等を勘案して通期の連結業績予想の見直しを行い、平成20年10月17日公表の予想を修正いたしまし

た。詳細は、平成21年１月９日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

４．その他 

 (1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

税金費用の計算については、一部簡便的な方法を採用しております。 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

 (1) （要約）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期末 

平成20年２月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成21年２月期 

第３四半期末 

増 減 
（参考）前期末 

（平成20年２月期末） 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

［資産の部］      

Ⅰ 流動資産      

   現金及び預金 10,986 10,707 △278 △2.5 10,434 

   受取手形及び売掛金 905 2,088 1,183 130.6 905 

   たな卸資産 4,134 4,277 143 3.5 3,635 

   繰延税金資産 1,054 1,379 325 30.9 1,075 

   その他 3,102 3,009 △93 △3.0 2,757 

   貸倒引当金 △8 △1 6 △81.7 △0 

  流動資産合計 20,175 21,461 1,286 6.4 18,807 

Ⅱ 固定資産      

  有形固定資産      

   建物及び構築物 22,070 21,571 △498 △2.3 21,764 

   土地 10,230 10,271 41 0.4 9,981 

   その他 2,697 2,690 △6 △0.3 2,723 

  有形固定資産合計 34,998 34,534 △463 △1.3 34,469 

  無形固定資産 1,437 1,448 10 0.7 1,859 

  投資その他の資産      

   投資有価証券 7,373 7,007 △365 △5.0 7,309 

   敷金・保証金 11,780 11,100 △680 △5.8 11,637 

   繰延税金資産 2,680 2,477 △203 △7.6 2,428 

   その他 2,401 1,545 △856 △35.7 2,322 

   貸倒引当金 △735 △74 660 △89.8 △678 

  投資その他の資産合計 23,500 22,055 △1,444 △6.1 23,017 

  固定資産合計 59,936 58,038 △1,897 △3.2 59,346 

  資産合計 80,111 79,500 △611 △0.8 78,154 
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(単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期末 

平成20年２月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成21年２月期 

第３四半期末 

増 減 
（参考）前期末 

（平成20年２月期末） 

金 額 金 額 金額 増減率 金 額 

［負債の部］      

Ⅰ 流動負債      

   支払手形及び買掛金 15,522 16,758 1,236 8.0 14,318 

   短期借入金 4,646 3,540 △1,105 △23.8 4,496 

   未払法人税等 90 240 150 165.4 504 

   賞与引当金 1,741 1,916 174 10.0 1,203 

   その他 7,482 8,539 1,057 14.1 7,335 

  流動負債合計 29,483 30,995 1,511 5.1 27,858 

Ⅱ 固定負債      

   長期借入金 7,280 4,682 △2,597 △35.7 6,540 

   退職給付引当金 1,691 1,700 9 0.6 1,688 

   役員退職慰労引当金 1 4 2 148.4 3 

   預り保証金 4,363 3,758 △604 △13.9 4,308 

   その他 1,190 1,061 △128 △10.8 1,153 

  固定負債合計 14,527 11,208 △3,318 △22.8 13,694 

  負債合計 44,011 42,204 △1,807 △4.1 41,552 

      

［純資産の部］      

Ⅰ 株主資本      

   資本金 14,428 14,428 － － 14,428 

   資本剰余金 14,116 14,116 － － 14,116 

   利益剰余金 7,096 8,651 1,554 21.9 7,782 

   自己株式 △118 △132 △13 11.4 △121 

  株主資本合計 35,522 37,063 1,540 4.3 36,205 

Ⅱ 評価・換算差額等      

   その他有価証券評価差額金 577 232 △345 △59.7 396 

  評価・換算差額等合計 577 232 △345 △59.7 396 

  純資産合計 36,100 37,296 1,195 3.3 36,601 

  負債純資産合計 80,111 79,500 △611 △0.8 78,154 
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 (2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

増 減 
（参考）前期 

(平成20年２月期) 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 145,279 150,689 5,409 3.7 196,011 

Ⅱ 売上原価 104,997 108,988 3,991 3.8 141,562 

    売上総利益 40,282 41,700 1,417 3.5 54,449 

Ⅲ 営業収入 5,109 5,123 14 0.3 6,818 

    営業総利益 45,392 46,824 1,431 3.2 61,267 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 41,303 43,207 1,904 4.6 55,136 

    営業利益 4,089 3,616 △472 △11.6 6,131 

Ⅴ 営業外収益 539 577 38 7.2 821 

   受取利息 35 39 3 10.6 48 

   受取配当金 37 27 △9 △25.2 43 

   その他 466 511 44 9.5 729 

Ⅵ 営業外費用 194 122 △71 △37.0 220 

   支払利息 161 108 △52 △32.7 205 

   その他 32 13 △18 △58.8 14 

    経常利益 4,434 4,072 △361 △8.2 6,732 

Ⅶ 特別利益 1,106 26 △1,080 △97.6 1,179 

   投資有価証券売却益 1,022 － △1,022 － 1,023 

   貸倒引当金戻入額 62 24 △37 △60.5 134 

   その他 21 1 △19 △93.2 22 

Ⅷ 特別損失 1,953 1,776 △177 △9.1 2,426 

   固定資産売除却損 63 28 △35 △55.8 85 

   関係会社株式売却損 － 1,076 1,076 － － 

   減損損失 637 590 △46 △7.4 1,011 

   過年度借地権償却 1,075 － △1,075 － 1,075 

   その他 176 81 △95 △54.1 254 

    税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
3,587 2,321 △1,265 △35.3 5,485 

    税金費用 1,785 546 △1,239 △69.4 2,998 

    四半期（当期）純利益 1,801 1,775 △25 △1.4 2,487 
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 (3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 前年同四半期（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日）         （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 
純資産 
合計 資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

前期末残高 14,428 14,116 6,202 △104 34,643 1,553 1,553 36,196 

当四半期変動額         

 剰余金の配当   △907  △907   △907 

 四半期純利益   1,801  1,801   1,801 

 自己株式の取得    △14 △14   △14 

 株主資本以外の項目の
当四半期変動額(純額) 

     △975 △975 △975 

当四半期変動額合計 － － 894 △14 879 △975 △975 △95 

当四半期末残高 14,428 14,116 7,096 △118 35,522 577 577 36,100 

 

 当四半期（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日）           （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 
純資産 
合計 資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

前期末残高 14,428 14,116 7,782 △121 36,205 396 396 36,601 

当四半期変動額         

 剰余金の配当   △907  △907   △907 

 四半期純利益   1,775  1,775   1,775 

 自己株式の取得    △10 △10   △10 

 株主資本以外の項目の
当四半期変動額(純額) 

     △163 △163 △163 

当四半期変動額合計 － － 868 △10 858 △163 △163 694 

当四半期末残高 14,428 14,116 8,651 △132 37,063 232 232 37,296 

 

 前期（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日）             （単位：百万円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 
純資産 
合計 資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

前期末残高 14,428 14,116 6,202 △104 34,643 1,553 1,553 36,196 

当期変動額         

 剰余金の配当   △907  △907   △907 

 当期純利益   2,487  2,487   2,487 

 自己株式の取得    △17 △17   △17 

 株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

     △1,157 △1,157 △1,157 

当期変動額合計 － － 1,579 △17 1,562 △1,157 △1,157 405 

当期末残高 14,428 14,116 7,782 △121 36,205 396 396 36,601 
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 (4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期） 

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前四半期（当期）純利益 3,587 2,321 5,485 

   減価償却費 2,702 2,613 3,690 

   減損損失 637 590 1,011 

   過年度借地権償却 1,075 － 1,075 

   事業譲渡損益（△は益） 93 － 93 

   賞与引当金の増減額（△は減少） 604 712 66 

   退職給付引当金の増減額（△は減少） △48 11 △50 

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 2 △68 

   固定資産売除却損益（△は益） 60 27 81 

   投資有価証券売却損益（△は益） △1,019 － △1,019 

   関係会社株式売却損益（△は益） － 1,076 － 

   受取利息及び受取配当金 △72 △66 △92 

   支払利息 161 108 205 

   預り保証金の増減額（△は減少） △115 △539 △172 

   持分法による投資損益（△は益） △266 △45 △494 

   売上債権の増減額（△は増加） △324 △1,187 △323 

   たな卸資産の増減額（△は増加） △725 △641 △222 

   仕入債務の増減額（△は減少） 2,113 2,440 909 

   敷金・保証金の賃料相殺 435 444 584 

   その他 600 581 182 

 小計 9,500 8,450 10,943 

   利息及び配当金の受取額 108 140 128 

   利息の支払額 △171 △114 △213 

   法人税等の支払額 △1,455 △1,007 △1,451 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 7,982 7,468 9,405 
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前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期） 

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   定期預金の払戻による収入 10 － 10 

   有形固定資産の取得による支出 △2,646 △3,152 △3,761 

   有形固定資産の売却による収入 56 18 71 

   事業譲渡による収入 162 － 162 

   投資有価証券の売却による収入 1,677 － 1,680 

   関係会社株式の取得による支出 － － △11 

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に

よる収入 
－ 147 － 

   敷金・保証金の差入による支出 △953 △209 △1,023 

   敷金・保証金の返還による収入 113 145 62 

   ソフトウエアの取得による支出 － △513 △444 

   その他 △82 97 506 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,662 △3,464 △2,746 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の純減額 △400 － △400 

   長期借入金の借入による収入 1,874 650 2,074 

   長期借入金の返済による支出 △6,157 △3,464 △7,246 

   転換社債償還充当金戻しによる収入 288 － 288 

   自己株式の取得による支出 △14 △10 △17 

   配当金の支払額 △906 △905 △905 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,316 △3,730 △6,206 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,003 273 451 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,981 10,433 9,981 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 10,985 10,706 10,433 
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 (5) （セグメント情報） 

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前年同四半期 （平成20年２月期 第３四半期）                 (単位：百万円) 

 
小売事業及び小売周辺事業 

その他の事業 計 
消去 
又は全社 

連結 
小売事業 小売周辺事業 

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 149,327  140  921  150,389  －  150,389  

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

235  3,497  493  4,226  （4,226） －  

計 149,562  3,638  1,415  154,616  （4,226） 150,389  

営業費用 145,871  3,336  1,319  150,528  （4,227） 146,300  

営業利益 3,691  301  95  4,087  1  4,089  

１ 事業の区分の方法 

事業区分は事業の内容を勘案の上決定しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 小売事業   食料品・衣料品の小売販売事業 

(2) 小売周辺事業 弁当・惣菜等の食品製造事業 

(3) その他の事業 リース事業、損害保険代理業、不動産業、旅行業、温泉供給事業等 

 

当四半期 （平成21年２月期 第３四半期） 

 小売事業の営業収益、営業損益及び資産額の占める割合が全セグメントの営業収益合計、営業損益合

計及び資産合計の90％超であるため、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。 

 

 （参考）前期 （平成20年２月期）                       (単位：百万円) 

 
小売事業及び小売周辺事業 

その他の事業 計 
消去 
又は全社 

連結 
小売事業 小売周辺事業 

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 201,567  186  1,076  202,829  －  202,829  

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

374  4,663  583  5,622  （5,622） －  

計 201,941  4,849  1,660  208,452  （5,622） 202,829  

営業費用 196,242  4,528  1,553  202,324  （5,626） 196,698  

営業利益 5,699  321  106  6,127  4  6,131  

１ 事業の区分の方法 

事業区分は事業の内容を勘案の上決定しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 小売事業   食料品・衣料品の小売販売事業 

(2) 小売周辺事業 弁当・惣菜等の食品製造事業 

(3) その他の事業 リース事業、損害保険代理業、旅行業、温泉供給事業等 

 

［所在地別セグメント情報］ 

 当第３四半期、前第３四半期及び前期については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び

在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

［海外売上高］ 

 当第３四半期、前第３四半期及び前期については、海外売上高がないため、海外売上高のセグメント

情報の記載を省略しております。 


