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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年5月期第1四半期 8,278 4.8 69 160.8 59 435.3 △70 ―
20年5月期第1四半期 7,903 8.1 26 △55.9 11 △77.0 11 △24.9

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

21年5月期第1四半期 △5.21 ―
20年5月期第1四半期 0.88 ―

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5月期第1四半期 17,950 3,291 18.3 242.83
20年5月期 18,007 3,465 19.2 255.59

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  3,291百万円 20年5月期  3,465百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 16,486 4.8 306 56.2 256 68.1 61 △41.1 4.57
通期 33,597 5.3 582 50.2 477 66.3 185 12.1 13.69

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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」( 企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財
務諸表を作成しております。  

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） 21年5月期第1四半期  13,774,249株 20年5月期  13,774,249株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  219,736株 20年5月期  217,224株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  13,555,688株 20年5月期第1四半期  13,563,896株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等により景気の先行きは一層の不透

明感の中で推移しました。小売業界を取り巻く環境は、食の安全を脅かす中国製冷凍ギョーザ事件、食品

偽装問題の多発、原料高による商品価格の値上げ等により、消費は一段と節約志向が強まっており、さら

に、同業他社や他業態との価格競争も激しく、ますます厳しい経営環境が続いております。  

このような状況におきまして、当社グループとしましては食の安心安全を第一に食品を中心に地域に密

着するスーパーマーケットを目指し、営業企画として好評をいただいております「木曜特売市」「日曜新

鮮市」「月曜特売98円均一」のさらなる充実に努めてまいりました。生鮮食品におきましては、岡崎食品

加工センターの活用により、安心安全で味と鮮度にこだわった商品の充実に努めてまいりました。一般食

品につきましては、特色のある「こだわり商品」の展開をさらに進めてまいりました。また原料価格高騰

による商品価格の値上げに対抗し、当社独自の値打価格プライベート商品の開発を進め、消費者の節約志

向に対応した戦略を打ち出しました。さらに寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカにおきましては品揃

えの充実、品質の追求をした結果、店舗全体の集客力に大きく寄与いたしました。 

以上の結果、当連結第１四半期の営業収益は82億78百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は69百万

円(前年同期比160.8%増)、経常利益は59百万円（前年同期比435.3%増）となりましたが、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」を当第１四半期連結会計期間から適用し、特別損失にたな卸資産評価損１億20百万

円を計上したことにより、当四半期純損失は70百万円となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、179億50百

万円となりました。これは主に、たな卸資産価額の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億16百万円増加し、146億58百万円となりました。これは主に、借

入金の増加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、１億73百万円減少し、32億91百万円となり、自己資本比率は

18.3%となりました。 

  

当期の業績につきましては、概ね予想通り推移し、平成20年７月17日決算発表時の予測から変更はあり

ません。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 

  

該当事項はありません。 

  

①四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が86,886千

円、税金等調整前四半期純損失が34,032千円増加しております。   

なお、セグメント情報に与える影響につきましては、当該箇所に記載しております。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半

期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更して

おります。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。          

     この変更による損益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響につきましては、当該箇所に記載しております。 

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)

(2) 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

(3) 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
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5. 【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１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,138,576 1,967,504 

受取手形及び売掛金 28,744 30,788 

商品 1,074,871 1,368,143 

貯蔵品 25,996 24,962 

その他 1,015,437 917,265 

流動資産合計 4,283,626 4,308,663 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,415,512 4,526,871 

土地 4,555,314 4,555,314 

その他（純額） 504,370 368,986 

有形固定資産合計 9,475,197 9,451,171 

無形固定資産 571,212 568,183 

投資その他の資産 

差入保証金 2,182,799 2,216,495 

その他 1,405,023 1,428,842 

投資その他の資産合計 3,587,822 3,645,337 

固定資産合計 13,634,232 13,664,692 

繰延資産 32,392 33,846 

資産合計 17,950,251 18,007,202 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,229,734 3,234,458 

短期借入金 3,200,000 2,800,000 

未払法人税等 15,190 53,752 

引当金 97,160 231,314 

その他 2,155,758 2,144,965 

流動負債合計 8,697,843 8,464,490 

固定負債 

社債 1,859,800 2,024,200 

長期借入金 2,562,891 2,525,375 

退職給付引当金 602,449 599,788 

役員退職慰労引当金 214,805 209,693 

その他 720,962 718,638 

固定負債合計 5,960,909 6,077,696 

負債合計 14,658,752 14,542,187 
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20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20年５月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 841,545 841,545 

資本剰余金 790,395 790,395 

利益剰余金 1,735,672 1,874,043 

自己株式 △106,724 △105,367 

株主資本合計 3,260,888 3,400,616 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 37,759 64,399 

繰延ヘッジ損益 △7,149 － 

評価・換算差額等合計 30,609 64,399 

純資産合計 3,291,498 3,465,015 

負債純資産合計 17,950,251 18,007,202 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 8,028,492 

売上原価 6,010,555 

売上総利益 2,017,936 

営業収入 250,294 

営業総利益 2,268,230 

販売費及び一般管理費 2,198,533 

営業利益 69,697 

営業外収益 

受取利息 2,853 

受取配当金 8,824 

持分法による投資利益 8,234 

その他 18,467 

営業外収益合計 38,380 

営業外費用 

支払利息 38,198 

その他 10,002 

営業外費用合計 48,201 

経常利益 59,876 

特別利益 

受取保険金 4,000 

特別利益合計 4,000 

特別損失 

固定資産除却損 35,160 

たな卸資産評価損 120,919 

災害による損失 15,429 

その他 9,315 

特別損失合計 180,823 

税金等調整前四半期純損失（△） △116,947 

法人税、住民税及び事業税 10,950 

法人税等調整額 △57,310 

法人税等合計 △46,360 

四半期純損失（△） △70,586 
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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） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20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損失（△） △116,947 

減価償却費 124,956 

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,654 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 

支払利息 38,198 

持分法による投資損益（△は益） △8,234 

有形固定資産除却損 35,160 

たな卸資産の増減額（△は増加） 292,237 

未収消費税等の増減額（△は増加） 30,408 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,723 

その他 △45,572 

小計 211,329 

利息及び配当金の受取額 11,753 

利息の支払額 △36,587 

法人税等の支払額 △33,618 

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,876 

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 △180,818 

差入保証金の差入による支出 △2,226 

差入保証金の回収による収入 27,712 

預り保証金の返還による支出 △10,494 

その他 △1,121 

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,948 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 2,750,000 

短期借入金の返済による支出 △2,350,000 

長期借入れによる収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △286,314 

社債の償還による支出 △259,400 

配当金の支払額 △67,785 

その他 △1,356 

財務活動によるキャッシュ・フロー 185,144 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,072 

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,504 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,658,576 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、提供する商品とサービスの販売形態により区分しております。 

２ 各区分の主な事業の内容 

(1) 流通事業・・・・スーパーマーケット 

(2) サービス事業・・清掃業、保守業、保険代理業 

３ 会計処理の変更 

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準  

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、流通事業の営業利益が86,886千円増加しております。  

(2) リース取引に関する会計基準等 

   「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月

18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。                  

   この変更による損益に与える影響はありません。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

流通事業  
(千円)

サービス事業
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

営業収益 8,267,864 69,353 8,337,218 △58,431 8,278,786

営業利益 60,759 8,781 69,540 156 69,697

(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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 (要約)前四半期連結損益計算書 

                    (単位:千円) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期

(平成20年５月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 7,667,823

Ⅱ 売上原価 5,771,705

   売上総利益 1,896,118

Ⅲ営業収入 235,479

   営業総利益 2,131,597

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,104,878

   営業利益 26,719

Ⅴ 営業外収益

 1. 受取利息 2,677

 2. 受取配当金 9,204

 3. 仕入割引 4,718

 4. 持分法による投資利益 5,625

 5. その他 9,567

  営業外収益合計 31,794

Ⅵ 営業外費用

 1. 支払利息 36,242

 2. 社債発行費償却 5,513

 3. その他 5,572

  営業外費用合計 47,328

   経常利益 11,185

Ⅶ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 10,880

 2. その他 295

  特別利益合計 11,175

Ⅷ 特別損失

 1. 固定資産売却・除却損 565

  特別損失合計 565

   税金等調整前 

   四半期純利益 21,796

   税金費用 9,806

   四半期純利益 11,990
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 (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                        (単位:千円) 
前年同四半期

(平成20年５月期第１四半期)

区分 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純利益 21,796
   減価償却費 107,564
   退職給付引当金の増減額(△は減少) △ 14,338
   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 13,970
   支払利息 36,242
   固定資産売却・除却損 565
   たな卸資産の増減額（△は増加） 93,028
   未払消費税の増減額(△は減少) 35,333
   仕入債務の増加額(△は減少) 50,234
   その他 △ 57,496

    小計 258,959

   利息及び配当金の受取額 12,063
   利息の支払額 △ 35,772
   法人税等の支払額 △ 171,018

  営業活動によるキャッシュ・フロー 64,231

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入れによる支出 △ 50,000
   定期預金の払戻しによる収入 10,000

   有形固定資産の取得による支出 △ 196,099
   投資有価証券の売却による収入 24,028
   差入保証金の支払による支出 △ 800
   差入保証金の返還による収入 1,939
   預り保証金の償還による支出 △ 21,811
   その他 98,041

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 134,700

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 510,000
   短期借入金の返済による支出 △ 194,000
   長期借入による収入 400,000
   長期借入金の返済による支出 △ 186,112
   社債の償還による支出 △ 59,400
   配当金の支払額 △ 67,961
   その他 △ 1,293

  財務活動によるキャッシュ・フロー 401,232

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 330,763

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,445,340
Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高 1,776,104
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