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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 41,560 ― 834 ― 1,037 ― 700 ―
20年9月期第2四半期 40,475 4.8 681 △1.1 947 8.2 425 ―

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 64.92 ―
20年9月期第2四半期 39.44 ―

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 31,747 16,690 52.5 1,544.39
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2四半期  16,673百万円 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 ― 8.50
21年9月期 

（予想）
― 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 84,800 4.4 1,450 19.8 1,650 △5.9 1,000 26.2 92.62



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） 

(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．平成20年11月20日に公表しました連結業績予想は，通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に掲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，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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は，４ページ【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覧ください。 
３．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 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2四半期  924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2四半期 10,795,920株 20年9月期第2四半期 10,796,119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２四半期連結累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や急激な円

高による企業業績の不振により、国内経済、雇用環境も極めて厳しい状況が続きました。 

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、消費者の節約志向が高まり、集

客への対応から価格競争が熾烈化し、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（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、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。 

 環境活動におきましては、地球温暖化防止のためのＣＯ２削減への取り組みとして、レジ袋のリユース（再利

用）運動、リサイクル資源の店頭回収を行ってまいりました。全てのレジ袋を２回ご利用いただければ、削減率は

50％となります。また、リサイクル資源に関しましては、通常タイプのトレーに加え、カラートレー、透明トレー

の回収も行いました。 

さらに、電気使用量の「見える化」システムを既存２店舗に加え、新たに47店舗へ導入し、無駄な電気使用量の

撲滅に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結営業成績は、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）、当期純利益 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２四半期連結累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、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、短期借入金の増加によ

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、四半期純利益の計上

によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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 百万円の減）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、税金等調整前四半期純利益と減価償却費

によるものであります。 

（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、土地等の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） 

 財務活動により得られた資金は 百万円となりました。これは主に、短期借入金の借り入れ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２四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

41,560 2.7

834 22.5 1,037 9.5 700 64.6

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,046 31,747

452 15,057

594 16,690

1,816

315

1,382

1,803

105



 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20日に公表しました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日別途発表する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成20年11月20日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 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。 

  

・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、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、

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。 

  

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 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭 

前回発表予想（Ａ）  84,800  1,450  1,650  900 83  35 

今回修正予想（Ｂ）  84,800  1,450  1,650  1,000 92  62 

増減額（Ｂ－Ａ） － － －  100 9  27 

増減率（％） － － －  11.1  11.1

前期実績  81,244  1,210  1,753  792 73  41 

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：百万円）

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 1,816 2,132

売掛金 43 46

商品 1,749 1,657

貯蔵品 15 10

繰延税金資産 469 474

その他 1,096 1,094

流動資産合計 5,191 5,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,156 6,390

土地 5,442 4,527

その他（純額） 2,083 1,188

有形固定資産合計 13,681 12,106

無形固定資産 406 274

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,161 1,154

敷金及び保証金 8,012 8,250

その他 3,293 3,497

投資その他の資産合計 12,467 12,903

固定資産合計 26,556 25,284

資産合計 31,747 30,701

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,448 4,149

短期借入金 1,475 939

1年内返済予定の長期借入金 578 678

未払法人税等 548 314

ポイント引当金 542 564

賞与引当金 398 434

その他 1,868 1,904

流動負債合計 9,860 8,986



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 1,515 1,754

転貸損失引当金 272 258

退職給付引当金 658 648

役員退職慰労引当金 567 546

長期預り保証金 2,017 2,177

その他 166 233

固定負債合計 5,196 5,618

負債合計 15,057 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 11,177 10,568

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,692 16,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 1

評価・換算差額等合計 △19 1

少数株主持分 17 10

純資産合計 16,690 16,095

負債純資産合計 31,747 30,701



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 41,560

売上原価 31,454

売上総利益 10,105

営業収入 594

営業総利益 10,699

販売費及び一般管理費 9,865

営業利益 834

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 2

受取賃貸料 52

受取手数料 57

その他 86

営業外収益合計 230

営業外費用  

支払利息 19

その他 7

営業外費用合計 27

経常利益 1,037

特別利益  

収用補償金 317

特別利益合計 317

特別損失  

固定資産売却損 6

減損損失 78

固定資産除却損 17

転貸損失引当金繰入額 31

その他 10

特別損失合計 143

税金等調整前四半期純利益 1,210

法人税、住民税及び事業税 494

法人税等調整額 9

法人税等合計 504

少数株主利益 6

四半期純利益 700



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,210

減価償却費 473

減損損失 78

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △36

受取利息及び受取配当金 △34

支払利息 19

固定資産除却損 17

売上債権の増減額（△は増加） 2

たな卸資産の増減額（△は増加） △96

仕入債務の増減額（△は減少） 298

収用補償金 △317

その他 △334

小計 1,313

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △18

収用補償金の受取額 317

法人税等の支払額 △235

その他の支出 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,382

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 △1,999

差入保証金の差入による支出 △31

差入保証金の回収による収入 293

その他 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,803

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） 536

長期借入金の返済による支出 △339

配当金の支払額 △91

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315

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 1,816



 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３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２四半期連結会計計期間（自平成21年１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２四半期連結会計期間（自平成21年１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） 

Ⅰ 売上高  40,475

Ⅱ 売上原価  30,474

売上総利益  10,000

Ⅲ 営業収入  659

  営業総利益  10,659

Ⅳ 販売費及び一般管理費  9,978

営業利益  681

Ⅴ 営業外収益  303

Ⅵ 営業外費用  37

経常利益  947

Ⅶ 特別利益  34

Ⅷ 特別損失  131

税金等調整前中間純利益  850

税金費用  426

少数株主利益  △2

中間純利益  425



  

（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） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,282

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  187

現金及び現金同等物の増加額（△は減少）  △3,480

現金及び現金同等物の期首残高  6,179

現金及び現金同等物の中間期末残高  2,698
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