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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 16,235 ― 224 ― 192 ― △3 ―
20年5月期第2四半期 15,737 9.1 196 △27.0 152 △30.9 105 5.8

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2四半期 △0.28 ―
20年5月期第2四半期 7.76 ―

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2四半期 18,155 3,326 18.3 245.40
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2四半期  3,326百万円 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 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 33,262 4.3 475 22.7 384 34.0 133 △19.2 9.88

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2四半期  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2四半期  220,954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2四半期  13,554,691株 20年5月期第2四半期  13,562,678株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融市場の混乱や急激な円高の影響により、基幹産業である製造業を中心に大幅な減産、雇用の縮小が

行われるなど景気の減速感が顕著になってまいりました。 

小売業界を取り巻く環境は、食の安全を脅かす食品偽装問題の多発や原料高による商品価格の値上げ等

により、消費者の購買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の激化

等、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、食品を中心に地域に密着するスーパーマー

ケットとして、お客様からの高い支持、信頼をいただけるよう、営業企画として季節催事のさらなる充実

や、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮市」「月曜特売98円均一」を強力に展開し好評を得てお

ります。生鮮食品につきましては、岡崎食品加工センターを有効に活用することにより、安心安全を第一

に味・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も、特色のある「こだ

わり商品」の展開を進めました。また、原料価格高騰に拠る商品価格の値上げに対抗したプライベート商

品の開発を進め、消費者の節約志向に対応した戦略を押し進めました。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、味、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。 

店舗の状況につきましては、平成20年10月に大浜店を開設いたしました。これにより、第２四半期末の

グループ店舗数は、30店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は162億35百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益

は２億24百万円（前年同期比14.5％増）、経常利益は１億92百万円（前年同期比26.6％増）となりまし

た。また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を当連結累計期間に適用し、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及び投資有価証券評価損35百万円を計上したこと等により、四半期純損失

は３百万円となりました。  

  

当第２四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１億48百万円増加し、181億

55百万円となりました。これは主に、新規出店による固定資産の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億87百万円増加し、148億29百万円となりました。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、１億38百万円減少し、33億26百万円となり、自己資本比率は

18.3%となりました。 

  

当社グループが出店しておりますドミナントエリア内は、同業他社、他業種の出店も多く、競争はます

ます激化しております。さらに景気後退による経営環境の悪化、個人消費の冷え込みは今後もますます厳

しくなることが予想されるため、通期業績予想につきましては第２四半期の実績を勘案して平成20年７月

17日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細は、平成21年１月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

【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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益及び経常利益が67,010千円増加、税金等調整前四半期純利益が53,908千円減少しております。  

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、

リース資産として計上しております。 

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。 

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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,913,306 1,967,504 

受取手形及び売掛金 40,714 30,788 

商品 1,263,912 1,368,143 

貯蔵品 28,398 24,962 

その他 994,563 917,265 

流動資産合計 4,240,896 4,308,663 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 4,572,392 4,526,871 

土地 4,555,314 4,555,314 

その他（純額） 535,756 368,986 

有形固定資産合計 9,663,464 9,451,171 

無形固定資産 578,617 568,183 

投資その他の資産 

差入保証金 2,164,783 2,216,495 

その他 1,477,074 1,428,842 

投資その他の資産合計 3,641,858 3,645,337 

固定資産合計 13,883,939 13,664,692 

繰延資産 30,939 33,846 

資産合計 18,155,774 18,007,202 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,121,055 3,234,458 

短期借入金 3,100,000 2,800,000 

未払法人税等 39,548 53,752 

引当金 175,723 231,314 

その他 1,970,298 2,144,965 

流動負債合計 8,406,625 8,464,490 

固定負債 

社債 1,845,400 2,024,200 

長期借入金 3,030,307 2,525,375 

退職給付引当金 595,911 599,788 

役員退職慰労引当金 220,208 209,693 

その他 731,272 718,638 

固定負債合計 6,423,099 6,077,696 

負債合計 14,829,725 14,542,187 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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 1,802,403 1,874,043 

自己株式 △107,346 △105,367 

株主資本合計 3,326,996 3,400,616 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 7,645 64,399 

繰延ヘッジ損益 △8,593 － 

評価・換算差額等合計 △947 64,399 

純資産合計 3,326,049 3,465,015 

負債純資産合計 18,155,774 18,007,202 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日) 

売上高 15,733,535 

売上原価 11,693,743 

売上総利益 4,039,792 

営業収入 502,377 

営業総利益 4,542,169 

販売費及び一般管理費 4,317,258 

営業利益 224,911 

営業外収益 

受取利息 5,386 

受取配当金 8,945 

持分法による投資利益 12,184 

その他 38,373 

営業外収益合計 64,890 

営業外費用 

支払利息 77,252 

その他 19,562 

営業外費用合計 96,815 

経常利益 192,986 

特別利益 

投資有価証券売却益 18,468 

受取保険金 4,000 

特別利益合計 22,468 

特別損失 

固定資産除却損 38,778 

たな卸資産評価損 120,919 

投資有価証券評価損 35,172 

災害による損失 17,946 

特別損失合計 212,816 

税金等調整前四半期純利益 2,637 

法人税、住民税及び事業税 30,090 

法人税等調整額 △23,597 

法人税等合計 6,492 

四半期純損失（△） △3,855 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20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 2,637 

減価償却費 256,516 

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,091 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 

支払利息 77,252 

持分法による投資損益（△は益） △12,184 

固定資産除却損 38,778 

投資有価証券評価損益（△は益） 35,172 

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,794 

仕入債務の増減額（△は減少） △113,402 

その他 △93,554 

小計 236,419 

利息及び配当金の受取額 13,891 

利息の支払額 △79,542 

法人税等の支払額 △33,678 

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △10,000 

有形固定資産の取得による支出 △437,426 

投資有価証券の取得による支出 △51,884 

投資有価証券の売却による収入 23,928 

差入保証金の差入による支出 △4,922 

差入保証金の回収による収入 54,185 

預り保証金の返還による支出 △51,734 

その他 △71,441 

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,296 

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 5,000,000 

短期借入金の返済による支出 △4,700,000 

長期借入れによる収入 900,000 

長期借入金の返済による支出 △486,388 

社債の償還による支出 △293,800 

配当金の支払額 △67,765 

その他 △4,037 

財務活動によるキャッシュ・フロー 348,009 

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） △64,197 

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 1,423,306 
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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２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める流通事業の割合が、いずれも90％を超える

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。 

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】

(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)前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 15,262,777 100.0

Ⅱ 売上原価 11,364,734 74.5

   売上総利益 3,898,042 25.5

Ⅲ 営業収入 474,903 3.1

   営業総利益 4,372,945 28.6

Ⅳ 販売費及び一般管理費 4,176,552 27.3

   営業利益 196,393 1.3

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 4,723

 ２ 受取配当金 9,372

 ３ 仕入割引 9,458

 ４ 持分法による 
   投資利益

9,177

 ５ その他 25,825 58,558 0.4

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 74,018

 ２ 社債発行費償却 11,026

 ３ その他 17,478 102,524 0.7

   経常利益 152,427 1.0

Ⅶ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 56,602

 ２ 貸倒引当金戻入 70 56,672 0.4

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産売却・除却損 23,223

 ２ 減損損失 6,476 29,699 0.2

   税金等調整前中間純利益 179,399 1.2

   法人税、住民税及び事業税 35,690

   法人税等調整額 38,492 74,182 0.5

   中間純利益 105,216 0.7
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 (要約)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益

179,399

 ２ 減価償却費 234,498

 ３ 減損損失 6,476

 ４ 退職給付引当金の増減額 
   (減少は△)

△17,504

 ５ 役員退職慰労引当金の 
   増減額(減少は△)

△4,189

 ６ 支払利息 74,018

 ７ 投資有価証券売却益 △56,602

 ８ 固定資産売却・除却損 23,223

 ９ たな卸資産の増加額 △182,309

 10 未払消費税等の増減額 
   (減少は△)

4,092

 11 仕入債務の増加額 201,347

 12 その他 △91,226

    小計 371,225

 13 利息及び配当金の受取額 13,993

 14 利息の支払額 △74,698

 15 法人税等の支払額 △171,138

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

139,381

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の 
   預入れによる支出

△50,000

 ２ 定期預金の 
   払戻しによる収入

10,000

 ３ 有形固定資産の 
   取得による支出

△598,549

 ４ 投資有価証券の 
   売却による収入

78,854

 ５ 差入保証金の 
   支払による支出

△78,240

 ６ 差入保証金の 
   返還による収入

210,568

 ７ 預り保証金の 
   償還による支出

△64,043

 ８ その他 △814

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△492,224
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前中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 890,000

 ２ 短期借入金の 
   返済による支出

△820,000

 ３ 長期借入れによる収入 500,000

 ４ 長期借入金の 
   返済による支出

△369,836

 ５ 社債の償還による支出 △69,400

 ６ 配当金の支払額 △67,935

 ７ その他 △3,191

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

59,636

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

―

Ⅴ 現金及び現金同等物の
  減少額

△293,206

Ⅵ 現金及び現金同等物の
  期首残高

1,445,340

Ⅶ 現金及び現金同等物の
  中間期末(期末)残高

1,152,133
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