
平成22年5月期 第3四半期決算短信 

平成22年4月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ドミー 上場取引所 名 
コード番号 9924 URL http://www.domy.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 梶川 志郎
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 都築 道明 TEL 0564-25-1121
四半期報告書提出予定日 平成22年4月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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 ％

22年5月期第3四半期 24,490 0.8 202 △13.3 151 △14.7 53 ―
21年5月期第3四半期 24,286 ― 233 ― 177 ― △7 ―

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

22年5月期第3四半期 3.96 ―
21年5月期第3四半期 △0.54 ―

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

22年5月期第3四半期 18,358 3,219 17.5 237.62
21年5月期 18,930 3,316 17.5 244.73

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  3,219百万円 21年5月期  3,316百万円

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
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

21年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年5月期 ― 5.00 ―
22年5月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22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 33,173 1.2 369 △11.6 289 △15.9 148 93.9 10.99
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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） 

(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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合
があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 13,774,249株 21年5月期  13,774,249株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  226,859株 21年5月期  223,764株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 13,549,188株 21年5月期第3四半期 13,553,997株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安に端を発した景気後退から一部企

業において業績改善がみられるものの、雇用環境の悪化や個人消費の冷え込みが続き依然として先行き不

透明な状況が続いております。また、小売業界を取り巻く環境は、お客様の節約志向が一段と強まって消

費は低迷し、商品のデフレ傾向も顕著になっており、さらに同業他社との価格競争の激化もあり、ますま

す厳しい状況が続いております。  

このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、食品を中心に地域に密着したスーパーマ

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、安心で安全な商品を提供することを第

一に取り組むとともに、販売管理費の節約・削減を行い経営の効率化を図ってまいりましたが、厳しい経

営環境の中、価格競争に伴う荒利益高減をカバー出来ず、営業利益及び経常利益は減少いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は244億90百万円（前年同四半期比0.8％増）営業利

益は２億２百万円（前年同四半期比13.3％減）、経常利益は１億51百万円（前年同四半期比14.7％減）、

四半期純利益は53百万円（前年同四半期は四半期純損失７百万円）となりました。  

事業部門の状況は次のとおりであります。  

（流通事業）  

 流通事業におきましては、営業企画として季節催事や、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮

市」「生活応援特価市」をさらに充実させるとともにお客様のお好きな商品を割引く「生活応援割引券」

を配付する特別企画を展開して大変好評を得ております。生鮮食品につきましては、岡崎加工センターを

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」の展開と当社独自のプライベートブランド商品の

開発を進め、お客様の節約志向に対応した戦略を推し進めました。寿司、惣菜部門を担当するドミーデリ

カにおきましても、品揃えの充実、味、品質の追求をして、店舗全体の集客力のアップに努めました。  

 以上の結果、流通事業の営業収益は244億55百万円(前年同四半期比0.8%増)となりました。  

(サービス事業）  

 サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び保険代理業を営んでおり、効率的な店舗の清掃業務

及び店舗設備の保守業務に努め、また、保険代理業務についても営業部門の充実と顧客の開拓に努めてま

いりました。  

 以上の結果、サービス事業の営業収益は35百万円(前年同四半期比1.6%増)となりました。  

  

当第３四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５億71百万円減少し、183億

58百万円となりました。これは主に、現金及び預金２億74百万円、商品１億35百万円、差入保証金１億35

百万円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４億74百万円減少し、151億39百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金５億98百万円の減少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、97百万円減少し、32億19百万円となり、自己資本比率は17.5%と

なりました。 

  

通期の業績見通しにつきましては、平成22年1月７日に公表いたしました連結業績予想からの変更はあ

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,828,335 2,102,841

受取手形及び売掛金 25,777 35,780

商品 1,045,811 1,181,539

貯蔵品 20,342 25,103

その他 1,033,078 1,080,271

流動資産合計 3,953,345 4,425,537

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,631,532 4,757,779

土地 4,687,548 4,638,592

その他（純額） 578,545 572,361

有形固定資産合計 9,897,626 9,968,733

無形固定資産 654,264 616,815

投資その他の資産

差入保証金 2,201,151 2,336,859

その他 1,622,257 1,547,833

投資その他の資産合計 3,823,409 3,884,692

固定資産合計 14,375,300 14,470,241

繰延資産 29,718 34,575

資産合計 18,358,364 18,930,353

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,642,873 3,241,420

短期借入金 4,150,000 3,350,000

未払法人税等 9,590 46,066

引当金 112,924 225,943

その他 1,993,626 2,034,322

流動負債合計 8,909,015 8,897,753

固定負債

社債 1,797,400 2,026,600

長期借入金 2,700,194 2,924,059

退職給付引当金 598,122 600,310

役員退職慰労引当金 234,780 231,013

その他 899,677 934,439

固定負債合計 6,230,174 6,716,422

負債合計 15,139,190 15,614,175
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21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 1,733,419 1,815,236

自己株式 △110,487 △108,721

株主資本合計 3,254,871 3,338,454

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △27,031 △13,467

繰延ヘッジ損益 △8,666 △8,809

評価・換算差額等合計 △35,697 △22,276

純資産合計 3,219,174 3,316,177

負債純資産合計 18,358,364 18,930,353
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成21年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
 至 平成22年２月28日)

売上高 23,537,472 23,763,441

売上原価 17,562,243 17,769,311

売上総利益 5,975,228 5,994,130

営業収入 749,431 727,456

営業総利益 6,724,660 6,721,586

販売費及び一般管理費 6,491,550 6,519,467

営業利益 233,109 202,119

営業外収益

受取利息 7,848 10,897

受取配当金 10,996 10,484

持分法による投資利益 20,842 22,474

その他 53,736 53,823

営業外収益合計 93,424 97,679

営業外費用

支払利息 119,024 118,679

その他 29,980 29,702

営業外費用合計 149,004 148,381

経常利益 177,529 151,417

特別利益

投資有価証券売却益 18,540 22,464

受取保険金 6,192 8,351

特別利益合計 24,732 30,815

特別損失

固定資産除却損 38,799 33,473

投資有価証券評価損 25,789 18,381

投資有価証券売却損 － 24,044

たな卸資産評価損 120,919 －

災害による損失 17,946 7,723

その他 － 2,885

特別損失合計 203,455 86,508

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△1,192 95,724

法人税、住民税及び事業税 34,780 39,350

法人税等調整額 △28,541 2,695

法人税等合計 6,238 42,045

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,431 53,679
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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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成21年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,192 95,724

減価償却費 402,585 459,322

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,323 △100,093

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △12,926

支払利息 119,024 118,679

持分法による投資損益（△は益） △20,842 △22,474

固定資産除売却損益（△は益） 38,799 33,473

投資有価証券評価損益（△は益） 25,789 18,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 265,748 140,489

仕入債務の増減額（△は減少） △504,482 △598,546

その他 △54,110 △59,313

小計 149,496 72,717

利息及び配当金の受取額 19,131 19,526

利息の支払額 △120,213 △118,540

法人税等の支払額 △76,616 △70,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,202 △97,064

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 －

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △606,982 △267,787

投資有価証券の取得による支出 △115,281 △188,261

投資有価証券の売却による収入 24,000 138,952

差入保証金の差入による支出 △16,789 △36,804

差入保証金の回収による収入 109,693 128,531

預り保証金の返還による支出 △69,746 △63,193

その他 △142,240 △56,974

投資活動によるキャッシュ・フロー △817,346 △335,538

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 7,900,000 10,650,000

短期借入金の返済による支出 △7,350,000 △9,850,000

長期借入れによる収入 1,250,000 470,000

長期借入金の返済による支出 △704,902 △745,210

社債の発行による収入 196,800 97,350

社債の償還による支出 △333,200 △263,200

配当金の支払額 △135,557 △135,545

その他 △11,358 △55,297

財務活動によるキャッシュ・フロー 811,781 168,096

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） △33,767 △264,506

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,504 1,622,841

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,453,737 1,358,335
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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、流通事業の当第３四半期連結累計期間の営業利益が67,414

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 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 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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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】

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

(1)外部顧客に対する 
  営業収益

24,252,377 34,526 24,286,904 － 24,286,904

(2)セグメント間の内部営業  
  収益又は振替高

1,639 149,958 151,598 （151,598） －

      計 24,254,016 184,485 24,438,502 （151,598） 24,286,904

営業利益 201,251 29,872 231,123 1,985 233,109

(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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