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（百万円未満切り捨て）

（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 ％

2022年２月期第２四半期 102,901 △0.1 4,345 △12.0 4,779 △7.6 3,188 △5.0

2021年２月期第２四半期 103,024 2.8 4,937 △14.5 5,170 △21.3 3,355 △19.8

（注）包括利益 2022年２月期第２四半期 3,317百万円（△4.4％） 2021年２月期第２四半期 3,472百万円（△23.3％）

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

2022年２月期第２四半期 99.74 －

2021年２月期第２四半期 104.99 －

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

2022年２月期第２四半期 168,630 132,559 76.7 4,046.16

2021年２月期 174,574 131,138 73.3 4,001.24

（参考）自己資本 2022年２月期第２四半期 129,363百万円 2021年２月期 127,892百万円

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

2021年２月期 － 0.00 － 55.00 55.00

2022年２月期 － 0.00

2022年２月期（予想） － 55.00 55.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％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 208,022 2.6 10,474 14.5 10,850 13.6 7,227 19.0 226.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年８月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）



（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期２Ｑ 31,981,654株 2021年２月期 31,981,654株

②  期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 9,678株 2021年２月期 18,478株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 31,965,691株 2021年２月期２Ｑ 31,963,188株

※  注記事項

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　　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。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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの

　将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

　　当社は、2021年10月20日（水）に機関投資家・アナリスト向けの電話会議を開催する予定です。この電話会議に

　おける説明内容については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定であります。
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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２四半期連結累計期間（2021年３月１日～2021年８月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染拡大防止に伴う緊急事態宣言解除後、段階的な経済活動の再開とともに景気回復の兆しも見られましたが、新規

感染者数の増加により緊急事態宣言が再発令される等、収束の見通しが立たないことから、景気の先行きは不透明

な状況が続いております。

沖縄県の小売業界におきましては、４月にまん延防止等重点措置の適用、５月～８月にかけて緊急事態宣言の発

令に伴う営業時間短縮や週末の休業要請等があり、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社グループは、飲食店及び一部の店舗（生活必需品以外）の営業時間短縮や、お客様と

従業員の感染拡大防止策を講じながら営業してまいりました。

また、当社は経営方針を「気づく、考える、実行する」とし、人財力や仕組み力、商品力の向上に取り組むとと

もに、引き続き企業理念の浸透、七大基本の徹底、既存店の活性化、効率化を図り、お客様満足度の向上に努めて

まいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益（売上高及び営業収入）は1,029億1百万円（前年同期比

0.1％減）、営業利益は43億45百万円（同12.0％減）、経常利益は47億79百万円（同7.6％減）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は31億88百万円（同5.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①　資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して59億44百万円減少し、1,686億30百万

円となりました。主な要因は、前連結会計年度末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払いが当第２四半期

連結累計期間に繰越されたことにより、現金及び預金が81億94百万円減少したことや、売掛金が19億95百万円増

加したことによるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して73億65百万円減少し、360億71百万円と

なりました。主な要因は、前連結会計年度末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払いが当第２四半期連結

累計期間に繰越されたこと等により、買掛金が46億71百万円、流動負債その他が36億60百万円減少したことによ

るものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して14億21百万円増加し、1,325億59百万

円となりました。主な要因は、利益剰余金が14億30百万円増加したことによるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り81億94百万円減少し、319億30百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

営業活動に使用した資金は29億18百万円（前年同期は49億43百万円の獲得）となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益47億57百万円、減価償却費36億83百万円の計上及び前連結会計年度

末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払額93億54百万円が当第２四半期連結累計期間に繰越されたこと

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）

投資活動に使用した資金は34億55百万円（前年同期比33.6％減）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出33億8百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は18億20百万円（前年同期比13.0％減）となりました。

主な要因は、配当金の支払額17億55百万円、非支配株主への配当金の支払額1億76百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年２月期の連結業績予想につきましては、2021年４月６日付の「2021年２月期　決算短信」で発表いたしま

した連結業績予想から変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,124 31,930

売掛金 5,046 7,042

商品及び製品 12,892 13,088

原材料及び貯蔵品 307 345

その他 2,255 2,327

流動資産合計 60,626 54,733

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 63,117 61,424

土地 35,015 35,015

建設仮勘定 1,028 2,359

その他（純額） 3,674 3,469

有形固定資産合計 102,836 102,268

無形固定資産 771 786

投資その他の資産 10,340 10,842

固定資産合計 113,948 113,897

資産合計 174,574 168,630

負債の部

流動負債

買掛金 16,282 11,610

短期借入金 － 130

未払法人税等 1,999 2,142

賞与引当金 1,330 1,961

商品券等回収損失引当金 93 99

その他 16,732 13,071

流動負債合計 36,439 29,016

固定負債

退職給付に係る負債 2,103 2,157

資産除去債務 559 571

その他 4,333 4,325

固定負債合計 6,997 7,055

負債合計 43,436 36,071

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,723 3,723

資本剰余金 3,686 3,710

利益剰余金 120,419 121,849

自己株式 △27 △14

株主資本合計 127,801 129,269

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 114

退職給付に係る調整累計額 △22 △19

その他の包括利益累計額合計 91 94

非支配株主持分 3,245 3,195

純資産合計 131,138 132,559

負債純資産合計 174,574 168,630
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 96,356 95,991

売上原価 66,784 66,446

売上総利益 29,571 29,545

営業収入 6,668 6,909

営業総利益 36,240 36,455

販売費及び一般管理費

給料 9,862 10,089

賞与引当金繰入額 1,861 1,961

退職給付費用 201 203

減価償却費 3,727 3,683

その他 15,649 16,172

販売費及び一般管理費合計 31,302 32,109

営業利益 4,937 4,345

営業外収益

受取利息 7 5

受取配当金 20 10

債務勘定整理益 90 127

助成金収入 － 260

その他 141 110

営業外収益合計 259 515

営業外費用

支払利息 － 13

商品券等回収損失引当金繰入額 23 28

その他 3 40

営業外費用合計 27 81

経常利益 5,170 4,779

特別損失

固定資産除却損 119 21

減損損失 109 －

特別損失合計 228 21

税金等調整前四半期純利益 4,941 4,757

法人税、住民税及び事業税 2,000 2,057

法人税等調整額 △545 △614

法人税等合計 1,454 1,443

四半期純利益 3,486 3,314

非支配株主に帰属する四半期純利益 130 126

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,355 3,188

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益 3,486 3,314

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19 0

退職給付に係る調整額 5 2

その他の包括利益合計 △14 3

四半期包括利益 3,472 3,317

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,341 3,191

非支配株主に係る四半期包括利益 130 126

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021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 4,941 4,757

減価償却費 3,727 3,683

固定資産除却損 119 21

減損損失 109 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 593 631

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 53 58

受取利息及び受取配当金 △27 △16

支払利息 － 13

売上債権の増減額（△は増加） △2,163 △1,995

たな卸資産の増減額（△は増加） 57 △233

仕入債務の増減額（△は減少） △3,405 △4,671

未払金の増減額（△は減少） △1,781 △2,110

預り金の増減額（△は減少） 575 △5

その他 3,896 △1,133

小計 6,696 △1,001

法人税等の支払額 △1,752 △1,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,943 △2,918

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 △5,084 △3,308

利息及び配当金の受取額 23 16

その他 △146 △163

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,207 △3,455

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） － 130

利息の支払額 － △13

リース債務の返済による支出 － △6

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,691 △1,755

非支配株主への配当金の支払額 △401 △176

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,093 △1,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,357 △8,194

現金及び現金同等物の期首残高 28,999 40,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,641 31,930

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。
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