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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22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 ％

23年5月期第1四半期 8,176 △2.8 2 ― 0 ― △79 ―
22年5月期第1四半期 8,410 1.6 △55 ― △65 ― △49 ―

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

23年5月期第1四半期 △5.88 ―
22年5月期第1四半期 △3.68 ―

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

23年5月期第1四半期 18,597 3,128 16.8 230.95
22年5月期 18,624 3,274 17.6 241.71

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  3,128百万円 22年5月期  3,274百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計) 16,390 △0.5 189 66.2 146 78.6 △40 ― △3.01

通期 33,390 1.4 447 17.9 361 15.3 78 △38.9 5.80



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、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、
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年5月期1Q 13,774,249株 22年5月期  13,774,249株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  228,348株 22年5月期  227,378株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 13,546,445株 22年5月期1Q 13,550,388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、政府の景気刺激策などもあり一部企業に業績改善

がみられたものの、雇用環境は依然厳しく低調に推移しました。また小売業界を取り巻く環境は、お客

様の節約志向の深まりと同業他社との価格競争激化により、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、安全・安心な商品を提供すること

を第一に取り組むとともに、販売管理費の削減を行い経営の効率化を図ってまいりました。  

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は81億76百万円（前年同四半期比2.8％減）、営

業利益は２百万円（前年同四半期は営業損失55百万円）、経常利益は０百万円（前年同四半期は経常損

失65百万円）となりました。しかしながら、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う特別損失

１億39百万円を計上したこと等により四半期純損失79百万円（前年同四半期は四半期純損失49百万円）

となりました。  

セグメントごとの業績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、恒例の「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ことにより大変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、安全・安心を第一に味・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。また、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81億62百万円となりました。  

(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13百万円となりました。  

  

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27百万円減少し、185億97百

万円となりました。これは主に、固定資産は１億78百万円増加したものの、現金及び預金47百万円及び商

品84百万円の減少を中心として流動資産が２億５百万円減少したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億18百万円増加し、154億68百万円となりました。これは主に、資

産除去債務１億96百万円の計上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、１億45百万円減少し、31億28百万円となり、自己資本比率は

16.8%となりました。 

  

当期の業績につきましては、平成22年７月15日決算発表時の連結業績予想から変更はありません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる経常利益及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は3,047千円減少し、税金等調整前四半期純損失は142,735千円

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は195,109千円であ

ります。 
  

   （追加情報） 

当社及び連結子会社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を役

員退職慰労引当金として計上しておりましたが、平成22年７月15日開催の取締役会において、役員退

職慰労金制度を平成22年８月26日の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議し、同定時株

主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件が承認可決されております。  

これに伴い、同日までの役員退職慰労引当金の全額244,860千円を「長期未払金」に振替え、固定

負債の「その他」に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 ①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

 ②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

  役員退職慰労引当金

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,115,228 2,162,839

受取手形及び売掛金 31,286 38,534

商品 1,041,516 1,125,723

貯蔵品 18,827 19,134

その他 897,800 964,427

流動資産合計 4,104,659 4,310,658

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,530,913 4,534,931

土地 4,741,894 4,687,548

その他（純額） 621,881 540,137

有形固定資産合計 9,894,689 9,762,617

無形固定資産 674,811 657,319

投資その他の資産

差入保証金 2,133,333 2,180,253

その他 1,760,943 1,684,648

投資その他の資産合計 3,894,277 3,864,902

固定資産合計 14,463,778 14,284,839

繰延資産 28,953 29,075

資産合計 18,597,391 18,624,572

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,031,453 3,239,118

短期借入金 4,116,000 3,750,000

未払法人税等 21,750 89,727

引当金 91,699 225,302

その他 1,930,556 1,981,325

流動負債合計 9,191,460 9,285,474

固定負債

社債 1,989,400 1,797,000

長期借入金 2,353,124 2,526,659

退職給付引当金 633,744 629,020

役員退職慰労引当金 － 239,854

資産除去債務 196,135 －

その他 1,105,081 872,198

固定負債合計 6,277,485 6,064,732

負債合計 15,468,945 15,350,206
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 1,660,939 1,808,297

自己株式 △111,177 △110,735

株主資本合計 3,181,702 3,329,502

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △43,881 △45,685

繰延ヘッジ損益 △9,375 △9,451

評価・換算差額等合計 △53,256 △55,137

純資産合計 3,128,445 3,274,365

負債純資産合計 18,597,391 18,624,572
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 8,162,539 7,933,885

売上原価 6,173,038 5,968,222

売上総利益 1,989,501 1,965,663

営業収入 248,106 242,415

営業総利益 2,237,607 2,208,079

販売費及び一般管理費 2,292,824 2,205,733

営業利益又は営業損失（△） △55,217 2,345

営業外収益

受取利息 2,661 2,993

受取配当金 8,557 9,151

持分法による投資利益 7,660 9,629

その他 21,059 25,521

営業外収益合計 39,939 47,295

営業外費用

支払利息 40,352 36,589

その他 9,690 12,371

営業外費用合計 50,043 48,961

経常利益又は経常損失（△） △65,321 679

特別損失

固定資産除却損 8,728 28

投資有価証券評価損 16,312 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 139,688

特別損失合計 25,040 139,716

税金等調整前四半期純損失（△） △90,362 △139,037

法人税、住民税及び事業税 8,560 16,441

法人税等調整額 △49,100 △75,854

法人税等合計 △40,540 △59,413

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △79,623

四半期純損失（△） △49,822 △79,623
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22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（△） △90,362 △139,037

減価償却費 149,982 154,218

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,936 △121,603

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,926 △12,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 139,688

支払利息 40,352 36,589

持分法による投資損益（△は益） △7,660 △9,629

固定資産除売却損益（△は益） 8,728 28

投資有価証券評価損益（△は益） 16,312 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 86,225 84,513

仕入債務の増減額（△は減少） △56,141 △207,664

その他 80,713 18,002

小計 99,289 △56,893

利息及び配当金の受取額 11,430 12,221

利息の支払額 △40,730 △35,223

法人税等の支払額 △25,439 △67,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,549 △147,421

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 △211,670 △182,020

投資有価証券の取得による支出 △5,691 －

差入保証金の差入による支出 △679 △20,000

差入保証金の回収による収入 27,631 25,867

預り保証金の返還による支出 △6,732 △8,262

その他 △27,274 △612

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,416 △185,027

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 3,050,000 3,560,000

短期借入金の返済による支出 △2,950,000 △3,194,000

長期借入れによる収入 470,000 －

長期借入金の返済による支出 △299,210 △220,045

社債の発行による収入 97,350 291,575

社債の償還による支出 △164,400 △64,400

配当金の支払額 △67,752 △67,750

その他 △14,780 △20,539

財務活動によるキャッシュ・フロー 121,206 284,839

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） △58,660 △47,610

現金及び現金同等物の期首残高 1,622,841 1,692,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,564,180 1,645,228
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 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21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 当第１四半期連結累計期間より営業収益の記載については、外部顧客に対する営業収益とセグメント間の内

部営業収益又は振替高を区分して記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

(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

8,398,719 11,926 8,410,645 － 8,410,645

(2)セグメント間の内部営業 
  収益又は振替高

553 61,348 61,901 (61,901) －

      計 8,399,272 73,274 8,472,547 (61,901) 8,410,645

営業利益又は営業損失（△） △ 65,656 9,415 △ 56,241 1,024 △ 55,217
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

1. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、国内において主に小売業を主体とした事業を行っており、取扱う製品及びサービス別に包括的

な戦略を立案し、事業展開を行っております。 

従って、当社は「流通事業」及び「サービス事業」を報告セグメントとしております。 

「流通事業」は、スーパーマーケット（食品、日用雑貨、衣料品）の営業を行っております。「サービ

ス事業」は、損害保険代理業並びに店舗等の清掃及び設備の点検、保守等の業務を行っております。 

  

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日) 

 
  

3. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

（単位：千円)

流通事業 サービス事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 8,162,852 13,448 8,176,301

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

77,706 55,783 133,489

計 8,240,559 69,232 8,309,791

セグメント利益又は損失（△） △7,528 6,716 △812

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △812

セグメント間取引消去 3,158

四半期連結損益計算書の営業利益 2,345

(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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