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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5月21日～平成20年8月20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）

売上高 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 7,617 ― 120 ― 146 ― 77 ―
20年5月期第1四半期 7,474 1.2 112 25.1 122 19.0 △51 ―

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 18.10 ―
20年5月期第1四半期 △12.08 ―

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 9,864 4,594 46.6 1,073.33
20年5月期 9,641 4,556 47.3 1,064.33

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  4,594百万円 20年5月期  4,556百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年5月21日～平成21年5月20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   

売上高 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 15,180 3.3 305 28.5 321 22.7 173 ― 40.53
通期 30,200 2.7 605 23.0 645 16.4 347 56.7 81.06

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  有  

（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。  

(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 
本資料に記載されている業績予想の見通し等の将来に関する記述は、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
後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に
関する定性的情報をご参照ください。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  4,963,128株 20年5月期  4,963,128株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  682,288株 20年5月期  682,288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  4,280,840株 20年5月期第1四半期  4,280,889株
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【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 

当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安と原油、原材料価

格の急激な高騰等により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

当小売業界におきましては、原油、原材料価格の高騰による生活必需品の相次ぐ値上げと産地偽装問題

による買い控え等により従来にも増して厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中、当社グループは将来の安定的な成長と収益の拡大に向けた基盤づくりとして情報

システムの見直しと内部統制の仕組みの再構築に継続して取り組んでおります。 

営業面では、既存店舗の業績向上のため改装を積極的に行う一方、「食の安全・安心」の提供と毎日の

食生活を楽しんでいただける商品の品質・品揃えを充実させた売場作りと販売促進に努め、地域一番店を

目指してまいりました。 

店舗開発面では、福岡県八女市に八女稲富店を新規出店いたしました。 

また、平成20年８月１日にニチリウグループへ加盟をし、そのスケールメリットの享受による調達・収

益力の確保とお客様への還元が早期に実現できるよう体制整備に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高76億17百万円（前年同期比1.9％増）、経常利益１億

46百万円（前年同期比20.2％増）、四半期純利益77百万円（前年同期は四半期純損失が51百万円）となり

ました。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（1）スーパーマーケット事業 

売上高60億77百万円（前年同期比1.1％増)、営業利益90百万円（前年同期比0.2％減）となりまし

た。 

店舗開発の面では、スーパーマーケット事業につきましては、１店舗の新規出店及び１店舗の改装

を行いました。 
  

（2）ディスカウントストア事業 

売上高15億26百万円（前年同期比8.6％増)、営業利益22百万円（前年同期比11.9％増)、となりまし

た。 
  

（3）その他事業 

売上高13百万円（前年同期比77.7％減）、営業利益６百万円（前年同期は0.6百万円）となりまし

た。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（1）財政状態（連結）の変動状況 

当第１四半期末における資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ２億22百万円増加し98億64百

万円となりました。主な変動は、新規出店及びニチリウグループ加盟により差し入れた敷金及び保証

金の増加であります。 

当第１四半期末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べ１億84百万円増加し52億69百

万円となりました。主な変動は、店舗開店等による買掛金の増加と返済による長期借入金の減少によ

るものであります。 

当第１四半期末の純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し45億94百万円とな

りました。以上の結果、当第１四半期末の自己資本比率は、47.3％から46.6％となりました。  

  

（2）連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末に比べ、１億66百万円増加し、20億96百万円（前年同期比93.7％）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ４億96百万円増加し、５億５百万円となりまし

た。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上と仕入債務の増加によるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、１億40百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出と敷金及び保証金の差入による支出によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ83百万円増加し、１億98百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の返済によるものであります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年７月14日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

当社グループでは、売上高につきましては季節的変動があり、また利益面では仕入先とのリベート精算

を半年毎に行っておりますので、第１四半期及び第３四半期に比較して第２四半期及び年度決算において

粗利益率が上昇することが予想されます。 

  
  
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) 

該当事項はありません。 

  

(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 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

(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 

① 四半期連結財務諸表に関する会計基準等の適用 

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 

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として売価還元

法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、

主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。  

これによる営業利益、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ありません。 

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

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

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引による会計処理に変更し、リース資産として計上しておりま

す。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

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。 

これによる営業利益、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ありません。 
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（追加情報） 

役員退職慰労金制度の廃止 

平成20年８月19日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議いた

しました。これに伴い、当該制度廃止日までの期間に対応する役員退職慰労金相当額192,800千円

を、固定負債の「長期未払金」に振り替えて表示しております。 
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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20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20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,358,571 2,292,493 

売掛金 15,916 14,142 

有価証券 767 766 

商品 1,376,920 1,281,198 

貯蔵品 8,809 8,809 

繰延税金資産 34,607 49,718 

その他 138,218 284,511 

貸倒引当金 △1,315 △1,498 

流動資産合計 3,932,495 3,930,141 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,995,348 3,931,968 

減価償却累計額 △1,974,992 △1,920,751 

建物及び構築物（純額） 2,020,356 2,011,216 

機械装置及び運搬具 93,730 93,730 

減価償却累計額 △78,851 △77,421 

機械装置及び運搬具（純額） 14,879 16,308 

土地 1,877,918 1,877,918 

リース資産 52,976 － 

減価償却累計額 △1,590 － 

リース資産（純額） 51,386 － 

建設仮勘定 37,480 43,480 

その他 1,306,258 1,288,227 

減価償却累計額 △1,045,752 △1,022,452 

その他（純額） 260,505 265,775 

有形固定資産合計 4,262,525 4,214,698 

無形固定資産 19,247 16,255 

投資その他の資産 

投資有価証券 129,928 90,376 

長期前払費用 111,270 91,981 

敷金及び保証金 1,137,021 1,020,404 

繰延税金資産 258,353 263,675 

その他 13,647 14,012 

投資その他の資産合計 1,650,220 1,480,451 

固定資産合計 5,931,993 5,711,406 

資産合計 9,864,489 9,641,548 
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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20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20日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 6,836 7,855 

買掛金 2,104,508 1,801,916 

短期借入金 907,396 1,010,966 

未払金 90,748 103,078 

未払費用 334,129 303,384 

未払法人税等 48,988 86,100 

未払消費税等 59,570 43,250 

賞与引当金 27,450 40,000 

役員賞与引当金 8,000 8,000 

店舗閉鎖損失引当金 30,000 30,000 

その他 54,512 34,875 

流動負債合計 3,672,140 3,469,427 

固定負債 

社債 300,000 300,000 

長期借入金 665,346 733,495 

長期未払金 192,800 － 

長期リース資産減損勘定 43,694 － 

退職給付引当金 71,724 73,030 

役員退職慰労引当金 － 191,106 

その他 324,009 318,277 

固定負債合計 1,597,575 1,615,908 

負債合計 5,269,716 5,085,336 

純資産の部 

株主資本 

資本金 808,289 808,289 

資本剰余金 855,619 855,619 

利益剰余金 3,281,528 3,236,140 

自己株式 △345,144 △345,144 

株主資本合計 4,600,293 4,554,905 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,519 1,306 

評価・換算差額等合計 △5,519 1,306 

純資産合計 4,594,773 4,556,211 

負債純資産合計 9,864,489 9,641,548 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年８月20日) 

売上高 7,617,595 

売上原価 6,151,098 

売上総利益 1,466,496 

その他の営業収入 35,397 

営業総利益 1,501,894 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 99,713 

報酬及び給料手当 607,728 

福利厚生費 48,577 

賃借料 210,604 

水道光熱費 127,195 

減価償却費 70,503 

その他 217,239 

販売費及び一般管理費合計 1,381,561 

営業利益 120,332 

営業外収益 

受取利息 4,044 

受取配当金 557 

受取事務手数料 17,952 

その他 14,193 

営業外収益合計 36,748 

営業外費用 

支払利息 7,734 

社債利息 1,702 

その他 777 

営業外費用合計 10,214 

経常利益 146,866 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 183 

特別利益合計 183 

税金等調整前四半期純利益 147,049 

法人税、住民税及び事業税 44,500 

法人税等調整額 25,054 

法人税等合計 69,555 

四半期純利益 77,493 
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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５月21日 
至 平成20年８月20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 147,049 

減価償却費 70,503 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,550 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △183 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,305 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △191,106 

長期未払金の増減額（△は減少） 192,800 

受取利息及び受取配当金 △4,602 

支払利息 9,437 

売上債権の増減額（△は増加） △1,773 

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,721 

仕入債務の増減額（△は減少） 301,573 

長期前払費用の増減額（△は増加） △21,456 

その他 194,835 

小計 587,500 

利息及び配当金の受取額 4,602 

利息の支払額 △8,955 

法人税等の支払額 △77,976 

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,170 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △70,249 

有形固定資産の売却による収入 341 

無形固定資産の取得による支出 △3,624 

投資有価証券の取得による支出 △50,999 

敷金及び保証金の差入による支出 △130,048 

敷金及び保証金の回収による収入 13,431 

貸付金の回収による収入 450 

その他 △84 

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,783 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 

長期借入金の返済による支出 △71,719 

リース債務の返済による支出 △227 

配当金の支払額 △26,361 

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,308 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,078 

現金及び現金同等物の期首残高 1,930,260 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,096,338 
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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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年８月20日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) スーパーマーケット事業………生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                水産物の仕入、卸し、販売 

 (2) ディスカウントストア事業……一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

 (3) その他事業………………………弁当類・飲食物の販売 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

  

スーパーマー
ケット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業

(千円)

その他事業
(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

6,112,275 1,527,568 13,149 7,652,992 ─ 7,652,992

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

15,799 10,682 133,230 159,711 (159,711) ─

計 6,128,074 1,538,250 146,379 7,812,704 (159,711) 7,652,992

  営業費用 6,037,641 1,515,282 139,594 7,692,518 (159,857) 7,532,660

  営業利益 90,433 22,968 6,784 120,186 146  120,332
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「参考資料」 

(1) （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

科  目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年５月21日  
 至 平成19年８月20日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 7,474,469

Ⅱ 売上原価 6,097,381

   売上総利益 1,377,088

Ⅲ その他の営業収入 34,825

   営業総利益 1,411,913

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,299,859

   営業利益 112,053

Ⅴ 営業外収益 25,308

 １ 受取利息 4,031

 ２ その他営業外収益 21,276

Ⅵ 営業外費用 15,203

 １ 支払利息 9,347

 ２ その他営業外費用 5,855

   経常利益 122,158

Ⅶ 特別利益

Ⅷ 特別損失 185,008

 １ 有形固定資産除却損 554

 ２ 役員退職慰労引当金繰入額 184,454

   税金等調整前四半期純損失 △62,849

   法人税、住民税及び事業税 34,472

   法人税等調整額 △45,600

   四半期純損失 △51,721
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年５月21日
至 平成19年８月20日)

区分 金額(千円)

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損失 △62,849

 減価償却費 65,501

 賞与引当金の減少額 △9,086

 貸倒引当金の減少額 △20

 退職給付引当金の減少額 △588

 役員退職慰労引当金の増加額 185,960

 受取利息及び受取配当金 △4,606

 支払利息 11,050

 有形固定資産除却損 554

 売上債権の減少額 21,098

 たな卸資産の増加額 △129,671

 仕入債務の増加額 97,625

 建設協力金に含まれる前払家賃の増加額 △1,194

 その他 37,104

    小計 210,877

 利息及び配当金の受取額 4,606

 利息の支払額 △11,162
 法人税等の支払額 △195,300

   営業活動によるキャッシュ・フロー 9,020

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の純減少額 199,998

 有形固定資産の取得による支出 △92,837

 有形固定資産の売却による収入 529

 無形固定資産の取得による支出 △118

 投資有価証券の取得による支出 △41

 敷金保証金等の差入による支出 △38,462

 敷金保証金等の回収による収入 14,883

 貸付金の回収による収入 450
 その他 △84

   投資活動によるキャッシュ・フロー 84,315

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純減少額 △700,000

 長期借入金の借入による収入 700,000

 長期借入金の返済による支出 △80,744

 自己株式の取得による支出 △106
 親会社による配当金の支払額 △34,181

   財務活動によるキャッシュ・フロー △115,031

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 △21,695

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,258,961

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,237,266
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(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年８月20日) 

 
  

スーパーマー
ケット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業

(千円)

その他事業
(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

6,044,010 1,406,364 58,919 7,509,294 ─ 7,509,294

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

14,742 27,376 116,079 158,198 (158,198) ─

計 6,058,753 1,433,740 174,999 7,667,493 (158,198) 7,509,294

  営業費用 5,968,144 1,413,220 174,399 7,555,763 (158,522) 7,397,240

  営業利益 90,608 20,520 600 111,729 324  112,053
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