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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 46,384 ― 997 ― 1,030 ― 511 ―
20年9月期第2四半期 46,233 △0.4 1,495 15.5 1,558 14.6 859 12.0

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2四半期 32.79 ―
20年9月期第2四半期 55.11 ―

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2四半期 57,285 39,208 68.4 2,515.05
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2四半期  39,208百万円 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 ― 7.75
21年9月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 95,600 0.9 2,050 △22.2 2,115 △23.4 1,000 △26.3 64.15



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、４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、４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2四半期 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2四半期  85,499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2四半期 15,590,652株 20年9月期第2四半期 15,597,119株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発する世界的な金融危機の影響を受け輸出が急激

に落込み、主力製造業において生産調整に伴う設備投資の縮小や雇用調整が進むなど依然として厳しい状況で推移

いたしました。 

 食品スーパー業界におきましては、節約志向の高まりにより家庭で調理する内食の傾向が強まるなどの好材料も

ありましたが、企業間の価格競争が激化するなど厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を12ヶ店（野方店、ニュー吉野店、千早店、柏原店、水城

店、合志店、神埼店、神野店、愛宕店、志免店、原田店、時津店）実施いたしました。また、青果部において売り

場及び仕入の改善を行いました。すなわち、旬の果物、野菜を全面に売り場展開しアイテム数、商品構成の見直し

を行うとともに、地方市場からの仕入を増やし、その日仕入れた商品を市場直送コーナーに揃えることで鮮度強化

を図りました。しかしながら、全体的には、消費マインドの冷え込みを受け高価格商品や定番商品の動きが鈍くな

るなど苦戦いたしました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は463億84百万円、営業収入は２億25百万円、営業利益は９億

97百万円、経常利益は10億30百万円、四半期純利益は５億11百万円となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は572億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億82百万円

の減少となりました。この主な要因は、有形固定資産が設備投資額よりも減価償却費、減損損失及び除売却による減

少額が上回ったことで２億43百万円減少したことにあります。 

 負債は180億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億75百万円の減少となりました。この主な要因は、

有利子負債が４億87百万円減少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４億92百万円増加し、392億８百万円となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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43億58百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て１億41百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は11億73百万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10億68百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額１億19百万円、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７億６百万円の支出となりました。この主な増加要因は、定期預金の払

戻による収入３億30百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出５億30百万円、有形固定資産の取得

による支出６億64百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は６億８百万円の支出となりました。この主な増加要因は、長期借入れに

よる収入40億円であり、主な減少要因は、短期借入金の純減少額10億円、長期借入金の返済による支出34億87百万円

であります。  

  

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



  

当第２四半期の連結売上高は当初計画を下回る水準で推移しましたが、杷木店の店舗建替えや店舗改装効果によ

り前回公表数字と同額と予想しております。しかしながら、企業間の価格競争が激化するなかでの売上総利益の不

振が予想外に大きく、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては計画に届かない見通しであるため、営業

利益20億50百万円、経常利益21億15百万円、当期純利益10億円といたします。 

  

連結業績予想の修正  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しておりま

す。  

  

  

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 

  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、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、これによる損益に与える影響額は軽微であります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

  

前回発表予想（A）  

百万円

  95,600

 百万円

   2,650

百万円

   2,785

百万円

   1,360

円 銭 

  87.23

 今回予想修正（B）  95,600  2,050  2,115  1,000  64.15

 増減額（B－A)   －  △600  △670  △360  －

 増減率（％）  －  △22.6  △24.1  △26.5  －

 前期実績  94,707  2,636  2,761  1,356  86.96

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 7,990,778 7,932,087

売掛金 875,498 756,465

商品 3,266,712 3,186,458

繰延税金資産 133,250 163,634

その他 630,655 654,318

貸倒引当金 △237,648 △159,453

流動資産合計 12,659,247 12,533,510

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,805,947 13,074,342

土地 27,370,758 27,457,623

その他（純額） 1,272,544 1,160,560

有形固定資産合計 41,449,251 41,692,527

無形固定資産 93,761 95,361

投資その他の資産   

投資有価証券 565,789 646,889

繰延税金資産 739,127 792,190

その他 1,778,598 1,808,348

貸倒引当金 △86 △173

投資その他の資産合計 3,083,428 3,247,254

固定資産合計 44,626,440 45,035,142

資産合計 57,285,688 57,568,653

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,086,748 6,029,960

短期借入金 5,004,400 6,170,400

未払法人税等 507,946 486,772

賞与引当金 168,289 208,320

その他 1,286,953 1,624,964

流動負債合計 13,054,339 14,520,417

固定負債   

長期借入金 3,644,700 2,965,900

退職給付引当金 1,019,925 1,014,729

役員退職慰労引当金 233,879 227,016

その他 124,408 124,921

固定負債合計 5,022,912 4,332,567

負債合計 18,077,252 18,852,984



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 26,786,205 26,395,967

自己株式 △52,315 △51,936

株主資本合計 39,330,009 38,940,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △121,573 △224,600

評価・換算差額等合計 △121,573 △224,600

純資産合計 39,208,435 38,715,668

負債純資産合計 57,285,688 57,568,653



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 46,384,660

売上原価 37,016,389

売上総利益 9,368,270

営業収入 225,861

営業総利益 9,594,132

販売費及び一般管理費 8,596,602

営業利益 997,529

営業外収益  

受取利息 10,998

受取配当金 1,729

受取手数料 35,993

その他 23,301

営業外収益合計 72,022

営業外費用  

支払利息 36,208

その他 2,784

営業外費用合計 38,993

経常利益 1,030,559

特別利益  

固定資産売却益 9

収用補償金 393,435

特別利益合計 393,444

特別損失  

固定資産除却損 61,965

固定資産売却損 69,878

減損損失 42,974

投資有価証券評価損 180,460

特別損失合計 355,279

税金等調整前四半期純利益 1,068,724

法人税、住民税及び事業税 474,094

法人税等調整額 83,447

法人税等合計 557,541

四半期純利益 511,182



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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 1,068,724

減価償却費 729,383

減損損失 42,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,108

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,030

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,862

受取利息及び受取配当金 △12,727

支払利息 36,208

投資有価証券評価損益（△は益） 180,460

移転補償金 △393,435

固定資産除却損 61,965

固定資産売却損益（△は益） 69,869

売上債権の増減額（△は増加） △119,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,747

仕入債務の増減額（△は減少） 56,787

その他 △30,293

小計 1,662,273

利息及び配当金の受取額 2,979

利息の支払額 △38,155

法人税等の支払額 △453,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,173,847

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 △530,056

定期預金の払戻による収入 330,056

有形固定資産の取得による支出 △664,502

有形固定資産の売却による収入 21,554

無形固定資産の取得による支出 △21,847

収用補償金の受取による収入 132,681

その他 25,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △706,492

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

長期借入れによる収入 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,487,200

配当金の支払額 △120,850

その他 △612

財務活動によるキャッシュ・フロー △608,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141,308



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 4,358,113



 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２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３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２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３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２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        46,233,755  100.0

Ⅱ 売上原価        36,545,962  79.0

売上総利益        9,687,792  21.0

Ⅲ 営業収入        235,324  0.5

  営業総利益          9,923,117  21.5

Ⅳ 販売費及び一般管理費        8,427,806  18.3

営業利益        1,495,311  3.2

Ⅴ 営業外収益                  

１．受取利息  10,427            

２．受取配当金  3,845            

３．受取手数料  69,670            

４．その他  38,898  122,842  0.3

Ⅵ 営業外費用                  

１．支払利息  56,115            

２．その他  3,251  59,367  0.1

経常利益        1,558,786  3.4

Ⅶ 特別利益                  

１．固定資産売却益  9,312            

２．貸倒引当金戻入益  276            

３．移転補償金  2,995  12,584  0.0

Ⅷ 特別損失                  

１．固定資産除却損  32,586            

２．固定資産売却損  3,139            

３．減損損失  52,556  88,281  0.2

税金等調整前中間純利益        1,483,088  3.2

法人税、住民税及び事業
税 

 606,018            

法人税等調整額  17,552  623,570  1.3

中間純利益        859,517  1.9

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,483,088

減価償却費  757,042

減損損失  52,556

貸倒引当金の減少額  △276

賞与引当金の減少額  △51,587

退職給付引当金の減少額  △7,409

役員退職慰労引当金の増加額  1,862

受取利息及び受取配当金  △14,273

支払利息  56,115

固定資産売却益  △9,312

移転補償金  △2,995

固定資産除却損  32,586

固定資産売却損  3,139

売上債権の増加額  △72,244

たな卸資産の減少額  23,279

仕入債務の減少額  △4,640,241

その他  △567,564

小計  △2,956,233

利息及び配当金の受取額  4,119

利息の支払額  △57,570

法人税等の支払額  △506,473

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,516,158



  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  △10,056

定期預金の払戻による収入  10,056

有形固定資産の取得による支出  △518,153

有形固定資産の売却による収入  28,429

無形固定資産の取得による支出  △5,424

投資有価証券の売却及び償還によ
る収入 

 2,118

その他  △3,068

投資活動によるキャッシュ・フロー  △496,097

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  △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  △1,148,500

配当金の支払額  △112,896

その他  △1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,262,961

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △5,275,217

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中間期末残高  5,208,970

    



(1）販売実績   

  当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。  

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 ① 重要な設備の新設等は次のとおりであります。 

（注）福岡県大牟田市に新築予定の店舗名は決定しておりません。 

  

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) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

菓子  4,629,743  3.0  －  －  4,629,743  3.0

食品  24,514,651  1.9  －  －  24,514,651  1.9

雑貨  1,967,917  △5.3  －  －  1,967,917  △5.3

鮮魚  4,478,814  △6.7  －  －  4,478,814  △6.7

青果  3,392,760  6.5  －  －  3,392,760  6.5

精肉  4,267,892  △0.6  －  －  4,267,892  △0.6

薬品  175,734  △6.9  －  －  175,734  △6.9

商品供給高  2,957,145  △5.4  －  －  2,957,145  △5.4

小売業計  46,384,660  0.3  －  －  46,384,660  0.3

受取家賃  －  －  190,165  △5.3  190,165  △5.3

共益費収入  －  －  35,696  3.4  35,696  3.4

不動産賃貸業計  －  －  225,861  △4.0  225,861  △4.0

合計  46,384,660  0.3  225,861  △4.0  46,610,522  0.3

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
増加店舗面積

（㎡） 総額 
(千円) 

既支払額 
(千円) 

着手 完了 

日佐店 

（福岡市南

区） 

店舗改装  25,490 －
自己資金及

び借入金 
平成21年４月 平成21年４月 －

大財店 

（佐賀県佐賀

市） 

店舗改装  33,120 －
自己資金及

び借入金 
平成21年４月 平成21年４月 －

杷木店 

（福岡県朝倉

市） 

店舗建替え  257,860 107,672 収用代金 平成21年１月 平成21年４月 1,202

（福岡県大牟

田市） 
店舗新築  765,000 32,000

自己資金及

び借入金 
平成21年３月 平成21年12月 999



 ② 新たに確定した閉店計画は次のとおりであります。 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は機械装置及び運搬具、器具及び備品の合計額であります。 

   ２．従業員数の（ ）は臨時従業員数であり、外書しております。  

  

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 除却時期 
帳簿価額（千円） 

従業員 

（人） 建物及び構築物 その他 合計 

草木店 

（福岡県大牟田

市） 

店舗 平成21年５月  1,455  1,574  3,030
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(17)

小浜店 

（福岡県大牟田

市） 

店舗 平成21年５月   103  947  1,051
 

 

11

(10)

駛馬店 

（福岡県大牟田

市） 

店舗 平成21年12月  3,899  2,602  6,502
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(22)
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