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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12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）

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9月期第1四半期 24,573 ― 724 ― 741 ― 389 ―
20年9月期第1四半期 24,285 △1.6 738 4.2 768 2.5 438 1.8

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9月期第1四半期 24.99 ―
20年9月期第1四半期 28.13 ―

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9月期第1四半期 65,133 38,981 59.8 2,500.27
20年9月期 57,568 38,715 67.3 2,483.23

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  38,981百万円 20年9月期  38,715百万円

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9月期 ― 7.25 ― 7.75 15.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 7.75 ― 7.75 15.50

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 46,690 ― 1,500 ― 1,570 ― 865 ― 55.48
通期 95,600 0.9 2,650 0.5 2,785 0.9 1,360 0.3 87.23

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．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、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。 
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。  

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9月期第1四半期  15,675,000株 20年9月期  15,675,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  84,199株 20年9月期  84,162株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  15,590,943株 20年9月期第1四半期  15,597,856株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化、自動車産業の急激な減速等の

諸問題により雇用情勢が悪化するなど低調に推移いたしました。 

 食品スーパー業界におきましては、消費マインドの減退により不要不急なものは買わないといった傾向が一段

と強まるなど厳しい状況となりました。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を６ヶ店（野方店、ニュー吉野店、柏原店、合志店、原

田店、時津店）行うなど営業力の強化に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は245億73百万円、営業収入は１億13百万円、経常利益は７

億41百万円、四半期純利益は３億89百万円となりました。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は651億33百万円となり、前連結会計年度末と比較して75億65百

万円の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金が71億15百万円増加したことにあります。 

負債は261億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して72億99百万円の増加となりました。この主な要因

は、買掛金が当第１四半期連結会計期間末が金融機関の休業日であったため、65億67百万円増加したことにあり

ます。 

純資産は、利益の計上などにより前連結会計年度末と比較して２億65百万円増加し、389億81百万円となりま

した。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は116億14百万円となり、前連結会計年度末と比

較して71億15百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は68億78百万円の収入となりました。この主な増加要因は、税金等調

整前四半期純利益７億７百万円、仕入債務の増加額65億67百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額

４億63百万円、法人税等の支払額４億53百万円であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億21百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産

の取得による支出２億41百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億58百万円の収入となりました。この主な増加要因は、短期借入

金の純増加額10億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出４億20百万円であります。 

  

  

 平成21年９月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

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 

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 

① 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 

  たな卸資産の評価基準については、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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（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。 

  なお、これによる影響額は軽微であります。 

  



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12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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,047,619 7,932,087

売掛金 995,230 756,465

商品 3,650,832 3,186,458

貯蔵品 23,649 24,158

繰延税金資産 48,653 163,634

その他 706,096 630,160

貸倒引当金 △197,583 △159,453

流動資産合計 20,274,498 12,533,510

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,984,279 13,074,342

土地 27,403,875 27,457,623

その他（純額） 1,138,709 1,160,560

有形固定資産合計 41,526,864 41,692,527

無形固定資産 93,425 95,361

投資その他の資産   

投資有価証券 641,883 646,889

繰延税金資産 801,853 792,190

その他 1,795,477 1,808,348

貸倒引当金 △173 △173

投資その他の資産合計 3,239,040 3,247,254

固定資産合計 44,859,330 45,035,142

資産合計 65,133,828 57,568,653

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,597,330 6,029,960

短期借入金 6,900,400 6,170,400

未払法人税等 230,586 486,772

賞与引当金 42,560 208,320

その他 2,186,908 1,624,964

流動負債合計 21,957,786 14,520,417

固定負債   

長期借入金 2,815,800 2,965,900

退職給付引当金 1,024,325 1,014,729

役員退職慰労引当金 230,322 227,016

その他 124,408 124,921

固定負債合計 4,194,856 4,332,567

負債合計 26,152,643 18,852,984



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,920 6,600,037

利益剰余金 26,664,668 26,395,967

自己株式 △51,822 △51,936

株主資本合計 39,208,966 38,940,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △227,780 △224,600

評価・換算差額等合計 △227,780 △224,600

純資産合計 38,981,185 38,715,668

負債純資産合計 65,133,828 57,568,653



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,573,631

売上原価 19,566,255

売上総利益 5,007,376

営業収入 113,496

営業総利益 5,120,872

販売費及び一般管理費 4,396,283

営業利益 724,589

営業外収益  

受取利息 5,454

受取配当金 1,729

受取手数料 20,436

その他 10,818

営業外収益合計 38,438

営業外費用  

支払利息 19,635

その他 1,528

経常利益 741,863

特別利益  

固定資産売却益 7

特別利益合計 7

特別損失  

固定資産除却損 126

固定資産売却損 33,903

特別損失合計 34,029

税金等調整前四半期純利益 707,841

法人税、住民税及び事業税 212,877

法人税等調整額 105,318

法人税等合計 318,195

四半期純利益 389,645



（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10月１日 
 至 平成20年12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利益 707,841

減価償却費 361,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △165,759

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,596

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,306

受取利息及び受取配当金 △7,183

支払利息 19,635

固定資産除却損 126

固定資産売却損益（△は益） 33,895

売上債権の増減額（△は増加） △238,765

たな卸資産の増減額（△は増加） △463,865

仕入債務の増減額（△は減少） 6,567,370

その他 483,891

小計 7,349,495

利息及び配当金の受取額 1,928

利息の支払額 △19,464

法人税等の支払額 △453,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,878,890

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △241,015

有形固定資産の売却による収入 20,705

無形固定資産の取得による支出 △15,544

その他 13,956

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,897

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） 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △420,100

配当金の支払額 △121,242

その他 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー 458,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,115,531

現金及び現金同等物の期首残高 4,499,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,614,954



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 小売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  24,285,713

Ⅱ 売上原価  19,322,258

売上総利益  4,963,455

Ⅲ 営業収入  119,965

 営業総利益  5,083,420

Ⅳ 販売費及び一般管理費  4,345,007

営業利益  738,412

Ⅴ 営業外収益      

１．受取利息  791

２．受取配当金  3,370

３．受取手数料   31,184

４．その他  25,709

営業外収益合計  61,055

Ⅵ 営業外費用      

１．支払利息  28,297

２．その他  2,618

営業外費用合計  30,915

経常利益  768,553

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損  29,590

２．固定資産売却損  2,878

特別損失合計  32,468

税金等調整前四半期純利益  736,084

法人税、住民税及び事業税  187,107

法人税等調整額  110,278

四半期純利益  438,699



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第１四半期） 

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利益  736,084

減価償却費  374,225

賞与引当金の減少額  △175,509

退職給付引当金の増加額  15,704

支払利息  28,297

固定資産除却損  29,590

売上債権の増加額  △238,868

たな卸資産の増加額  △325,274

仕入債務の増加額  1,176,162

その他  △36,442

小計  1,583,969

利息及び配当金の受取額  3,473

利息の支払額  △28,916

法人税等の支払額  △506,412

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 1,052,112

Ⅱ 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 

 △356,510

その他  △10,076

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △366,587

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

     

短期借入金の純増加額  1,000,000

長期借入れによる収入  1,000,000

長期借入金の返済による支出  △578,400

配当金の支払額  △113,306

その他  △739

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 1,307,553



  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,993,079

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 10,484,187

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
高 

 12,477,267



 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

  

６．その他の情報 

事業の種類 

売上高 営業収入 合計 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

金額 
（千円） 

菓子  2,296,785  －  2,296,785

食品  13,028,348  －  13,028,348

雑貨  1,088,936  －  1,088,936

鮮魚  2,396,018  －  2,396,018

青果  1,812,592  －  1,812,592

精肉  2,256,509  －  2,256,509

薬品  92,510  －  92,510

商品供給高  1,601,929  －  1,601,929

小売業計  24,573,631  －  24,573,631

受取家賃  －  95,500  95,500

共益費収入  －  17,995  17,995

不動産賃貸業計  －  113,496  113,496

合計  24,573,631  113,496  24,687,128
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