
平成21年9月期 第1四半期決算短信 
平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 マミーマート 上場取引所 JQ 
コード番号 9823 URL http://www.mammymart.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩崎 裕文
問合せ先責任者 （役職名） 財務部長 （氏名） 小野原 秀次 TEL 048-654-2514

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 21,471 ― 508 ― 604 ― 338 ―
20年9月期第1四半期 21,009 4.3 468 32.4 568 23.7 300 21.5

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 31.34 ―
20年9月期第1四半期 27.83 ―

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 34,908 16,346 46.8 1,512.79
20年9月期 30,701 16,095 52.4 1,489.89

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  16,331百万円 20年9月期  16,084百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 8.50 ― 8.50 17.00

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 41,500 ― 750 ― 850 ― 450 ― 41.68
通期 84,800 4.4 1,450 19.8 1,650 △5.9 900 13.6 83.36

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） 

(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，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ます。実際の業績は，今後様々な要因によって予想数値と異
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  10,796,793株 20年9月期  10,796,793株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  864株 20年9月期  864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  10,795,929株 20年9月期第1四半期  10,796,177株



 前年同四半期の金額及び増減率は参考として記載しております。 

 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による世界経済の悪化に伴う企業業

績不振により、国内経済、雇用環境も悪化の一途をたどる状況が続きました。 

 スーパーマーケット業界におきましては、景気後退による先行き不透明感から、個人消費の減退が進み、また、食

料品の安全性に対する問題等が発生し、厳しい経営環境が続いております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、お客様の立場に立った商品政策や売場展

開、お客様に信頼される接客ならびに店舗作りを進めてまいりました。 

 即ちお客様の立場に立つことにより地域一番店或いは競争に打ち勝つ店舗作りを目指していくとの基本スタンスで

既存店の活性化を営業政策の柱に据え、精力的に既存店改装を実施いたしました。 

 平成20年10月生出塚店、北鴻巣店、11月菖蒲店、小敷谷店、西浦和店、蓮田店、桶川坂田店、12月川口安行店、柏

十余二店、マミーバリュー花田店の合計10店舗の改装を実施し、お客様にお求めやすいリーズナブルな商品展開、エ

ブリデーロープライスの実現を図ってまいりました。 

 新規店舗の展開につきましては、㈱ギガ物産におきまして平成20年11月に北越谷店（埼玉県越谷市）を新設開店い

たしました。 

 この結果、当第１四半期の連結営業成績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円（同

％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円（同 ％増）となりました。 

  

（１）資産・負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりま

した。これは主に、当第１四半期末日が金融機関休業日であることに伴う現金預金の増加及び土地の取得によるもの

であります。 

 負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、当第１四半期連結会

計期間末日が金融機関休業日であることに伴い仕入債務の支払いが持ち越されたことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計期間末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、四半期純利益の増加

によるものであります。 

  

（２）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（以下「資金」という。）は、 百万円（前連結会計

年度末比 百万円の増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（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 百万円となりました。これは主に、当第１四半期連結会計期間末日が金融機

関休業日であることにより、資金が社内に留保したためであります。 

（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 百万円となりました。これは主に土地ならびに既存店舗の改装等に伴う固定資

産の取得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） 

 財務活動により支出した資金は 百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。 

  

（３）事業上及び財政上の対処すべき課題 

 当第1四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。 

  

（４）研究開発活動  

 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 

21,471 2.2 508

8.5 604 6.2 338 12.6

２．連結財政状態に関する定性的情報 

4,207 34,908

3,956 18,561

251 16,346

5,492

3,359

5,158

691

1,107

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成20年11月20日に公表いたしました「平成20年９月期 決算短信」に記載の業績

予想に変更はありません。 

  



該当事項はありません。 

   

１．たな卸資産の評価方法 

 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。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

  

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） 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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（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。 

 なお、この変更による営業利益、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．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日以後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、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

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リース会計基準適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 なお、この変更による営業利益、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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,492 2,132

売掛金 64 46

商品 2,019 1,657

貯蔵品 17 10

繰延税金資産 341 474

その他 1,238 1,094

流動資産合計 9,173 5,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,324 6,390

土地 5,042 4,527

その他（純額） 1,286 1,188

有形固定資産合計 12,654 12,106

無形固定資産 261 274

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,147 1,154

敷金及び保証金 8,144 8,250

その他 3,527 3,497

投資その他の資産合計 12,819 12,903

固定資産合計 25,735 25,284

資産合計 34,908 30,701

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,268 4,149

短期借入金 200 939

1年内返済予定の長期借入金 608 678

未払法人税等 145 314

ポイント引当金 552 564

賞与引当金 139 434

その他 2,376 1,904

流動負債合計 13,290 8,986



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 1,548 1,754

転貸損失引当金 249 258

退職給付引当金 651 648

役員退職慰労引当金 561 546

長期預り保証金 2,061 2,177

その他 198 233

固定負債合計 5,271 5,618

負債合計 18,561 14,605

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,660 2,660

資本剰余金 2,856 2,856

利益剰余金 10,814 10,568

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,330 16,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 1

評価・換算差額等合計 1 1

少数株主持分 14 10

純資産合計 16,346 16,095

負債純資産合計 34,908 30,701



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 21,471

売上原価 16,285

売上総利益 5,185

営業収入 304

営業総利益 5,490

販売費及び一般管理費 4,982

営業利益 508

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 2

受取手数料 28

その他 63

営業外収益合計 109

営業外費用  

支払利息 9

その他 3

営業外費用合計 13

経常利益 604

特別損失  

固定資産除却損 11

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 592

法人税、住民税及び事業税 110

法人税等調整額 139

法人税等合計 250

少数株主利益 3

四半期純利益 338



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 592

減価償却費 233

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15

賞与引当金の増減額（△は減少） △295

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 9

固定資産除却損 11

売上債権の増減額（△は増加） △18

たな卸資産の増減額（△は増加） △368

仕入債務の増減額（△は減少） 5,118

その他 122

小計 5,406

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △13

法人税等の支払額 △239

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,158

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 △813

差入保証金の差入による支出 △16

差入保証金の回収による収入 135

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △691

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） △739

長期借入金の返済による支出 △275

配当金の支払額 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,359

現金及び現金同等物の期首残高 2,132

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,492



 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

 スーパーマーケット事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１四半期連結会計計期間（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１四半期連結会計期間（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年10月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  21,009

Ⅱ 売上原価  15,624

売上総利益  5,384

Ⅲ 営業収入  336

  営業総利益  5,721

Ⅳ 販売費及び一般管理費  5,252

営業利益  468

Ⅴ 営業外収益  117

Ⅵ 営業外費用  17

経常利益  568

Ⅶ 特別利益  33

Ⅷ 特別損失  17

税金等調整前四半期純利益  583

税金費用  283

少数株主利益（控除）  0

四半期純利益  300
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