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1.  平成25年5月期第1四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24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 ％

25年5月期第1四半期 8,381 △0.1 28 ― 40 ― 21 ―
24年5月期第1四半期 8,387 2.6 △6 ― △6 ― △16 ―

（注）包括利益 25年5月期第1四半期 49百万円 （―％） 24年5月期第1四半期 △7百万円 （―％）

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

25年5月期第1四半期 1.61 ―
24年5月期第1四半期 △1.24 ―

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

25年5月期第1四半期 18,015 3,046 16.9 224.99
24年5月期 18,156 3,065 16.8 226.35
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  3,046百万円 24年5月期  3,065百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 16,786 2.0 128 80.2 118 105.0 57 ― 4.27
通期 34,056 1.3 412 8.5 382 7.2 202 ― 14.93



(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  

(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
績予測のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P．３「１．当四半期決算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」をご覧くだ
さい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期1Q 13,774,249 株 24年5月期 13,774,249 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 232,304 株 24年5月期 231,894 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 13,542,114 株 24年5月期1Q 13,544,156 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による景気の持ち直し

の動きが見られたものの、欧州の政府債務危機による海外経済の減速や、円高の進行もあり、企業業績

や雇用環境は依然厳しく、景気の先行きは不透明な状況となっております。 

小売業界におきましても、個人消費の生活防衛意識による節約志向及び同業他社や他業態からの出店

攻勢で価格競争の激化等もあり、ますます厳しい経営環境が続いております。 

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

を第一に取組むとともに、「お客様へのおもてなし」を従業員教育の重点課題とし、顧客の創造及び店

舗の営業力強化を進め、引き続き衣料品・テナントを中心とした店舗の売場効率の見直しを行い、経営

の効率化をはかってまいりました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は83億81百万円（前年同四半期比0.1％減）、営

業利益は28百万円（前年同四半期は営業損失６百万円）、経常利益は40百万円（前年同四半期は経常損

失６百万円）、四半期純利益は21百万円（前年同四半期は純損失16百万円）となりました。 

    事業のセグメント別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

特売市」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

特別企画を継続して大変好評を得ております。生鮮食品につきましては、岡崎食品加工センターを増強

したことにより生産量や品目の拡大をはかり、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、新商品の開発や味・品質の追求をして差別化をはかり、

店舗全体の集客力のアップに努めました。 

店舗の状況につきましては、平成24年７月に幸田店の衣料品売場を縮小してテナントを導入する改装

をいたしました。  

以上の結果、流通事業の営業収益は83億68百万円（前年同四半期比0.1％減）、営業利益19百万円

（前年同四半期は営業損失16百万円）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、保険代理業及び駐車場等の施設警備業を営んでお

り、効率的な店舗の清掃業務及び店舗設備の保守業務、駐車場等の警備業務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（前年同四半期比2.0％増）、営業利益８百万円

（前年同四半期比20.5%増）となりました。  

  

１．当四半期決算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
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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１億40百万円減少し、180

億15百万円となりました。これは主に、たな卸資産１億57百万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１億21百万円減少し、149億68百万円となりました。これは主に、

社債１億84百万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18百万円減少し、30億46百万円となり、自己資本比率は16.9%と

なりました。 

  

当期の業績につきましては、平成24年７月13日決算発表時の連結業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,125,626 2,160,520

受取手形及び売掛金 92,993 75,493

商品 1,165,328 1,006,280

貯蔵品 18,738 20,219

その他 904,487 976,286

流動資産合計 4,307,174 4,238,800

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,715,392 4,640,859

土地 4,151,608 4,151,608

その他（純額） 631,118 621,209

有形固定資産合計 9,498,120 9,413,677

無形固定資産 663,578 659,259

投資その他の資産

差入保証金 1,941,604 1,921,032

その他 1,732,237 1,771,121

投資その他の資産合計 3,673,841 3,692,154

固定資産合計 13,835,540 13,765,091

繰延資産 13,391 11,901

資産合計 18,156,107 18,015,794

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,245,941 3,113,315

短期借入金 4,150,000 4,416,000

未払法人税等 44,575 12,825

引当金 219,788 85,027

その他 1,878,678 2,008,941

流動負債合計 9,538,984 9,636,109

固定負債

社債 1,345,800 1,161,400

長期借入金 2,325,966 2,307,020

退職給付引当金 601,287 608,216

資産除去債務 221,687 222,848

その他 1,057,042 1,033,291

固定負債合計 5,551,783 5,332,776

負債合計 15,090,767 14,968,885
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８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 1,607,272 1,561,405

自己株式 △112,820 △113,017

株主資本合計 3,126,391 3,080,327

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △54,345 △27,660

繰延ヘッジ損益 △6,707 △5,758

その他の包括利益累計額合計 △61,052 △33,419

純資産合計 3,065,339 3,046,908

負債純資産合計 18,156,107 18,015,794
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（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23年６月１日
至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 8,139,357 8,133,224

売上原価 6,096,108 6,077,055

売上総利益 2,043,249 2,056,168

営業収入 248,539 248,119

営業総利益 2,291,788 2,304,288

販売費及び一般管理費 2,297,958 2,275,778

営業利益又は営業損失（△） △6,170 28,509

営業外収益

受取利息 2,804 2,664

受取配当金 9,013 9,444

持分法による投資利益 607 6,507

その他 31,368 34,007

営業外収益合計 43,793 52,623

営業外費用

支払利息 35,425 33,420

その他 8,957 7,422

営業外費用合計 44,382 40,842

経常利益又は経常損失（△） △6,758 40,291

特別損失

固定資産除売却損 19 4,030

店舗閉鎖損失 17,745 －

特別損失合計 17,765 4,030

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（△）

△24,523 36,260

法人税、住民税及び事業税 14,190 15,650

法人税等調整額 △21,880 △1,234

法人税等合計 △7,690 14,415

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△16,833 21,844

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,833 21,844
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四半期連結包括利益計算書
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23年６月１日
至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成24年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△16,833 21,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,718 26,684

繰延ヘッジ損益 777 948

その他の包括利益合計 9,496 27,632

四半期包括利益 △7,337 49,477

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,337 49,477

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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