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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年9月21日～平成21年6月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 64,407 8.0 898 103.1 638 72.2 325 2.5
20年9月期第3四半期 59,628 △3.3 442 803.6 371 65.0 317 92.5

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3四半期 48.07 ―

20年9月期第3四半期 46.90 ―

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3四半期 38,169 6,308 16.5 930.52
20年9月期 36,853 6,051 16.4 892.51

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  6,308百万円 20年9月期  6,051百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年9月期 ― ― ―

21年9月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 90,000 8.3 1,100 90.2 1,000 112.4 500 87.0 73.75
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期 6,780,000株 20年9月期  6,780,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 6,780,000株 20年9月期第3四半期 6,780,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．業績予想値は、本資料発表日現在において入手可能な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、実際の業績は様々な要因によ
り異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年の急速な景気後退を受け、政府による景気浮揚対策の実施が行

われましたが、雇用環境や個人消費については、依然冷え込んだまま推移しました。 

 当小売業界におきましても、消費者の生活防衛意識が強くなる中、低価格志向の強まりに対応した価格競争の激化

で経営環境は大変厳しい状況で推移しました。 

 このような環境の中、当社は生活必需品の総合ディスカウントストアとして、良い商品を可能な限り安くの精神を

モットーに地域の生活の拠り所となるべく、来店されたお客様のご期待に添える価格と品揃えに取り組んでまいりま

した。 

 また、「在庫管理」「値入向上とロスの削減」「人時生産性を意識した作業効率の向上」に全社を挙げて取り組ん

でまいりました。 

 その結果、全社の売上高は、昨年３月より順次オープン致しました大熊店、福知山店、鏡野店３店舗の貢献によ

り、当第３四半期累計の売上高は前事業年度比8.0％増の64,407百万円となりました。 

 利益面におきましては、前期からの重点施策であった在庫調整効果、値入率アップに向けての仕入部門での努力、

また全社あげての経費節減意識浸透効果などにより、営業利益は898百万円、経常利益は638百万円となりました。 

  

  

財政状態の分析 

（資産） 

 当第３四半期累計期間末における資産は、前事業年度末に比べ1,315百万円増加し、38,169百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が2,479百万円増加しましたが、減価償却により固定資産が963百万円減少したことによる

ものであります。 

（負債） 

 当第３四半期累計期間末における負債は、事業年度末に比べ1,058百万円増加し、31,860百万円となりました。こ

れは主に、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金がそれぞれ3,070百万円、2,247百万円減少しましたが、長期借

入金が5,990百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期累計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ257百万円増加し、6,308百万円となりました。こ

れは当第３四半期累計純利益が325百万円となり、配当金の支払額が67百万円となったことによるものであります。 

  
キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ2,039百万

円増加し、5,437百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況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） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は2,079百万円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益が630百万円、減価償却費1,206百万円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） 

 当第３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は645百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は605百万円となりました。これは主に、短期借入金

の純減少額3,070百万円、長期借入金の返済による支出13,457百万円、長期借入による収入17,200百万円によるもの

であります。 

  

  

 今後の国内景気の見通しにつきましては、世界的な景気後退や雇用不安等の懸念材料が多く、引続き予断を許さな

い状況が続くものと予想されます。 

 このような状況の下で、当社は平成20年10月31日に発表しました平成21年９月期業績予想値を達成すべく、売上の

確保、並びに引続き人件費を中心とする経費の削減等により、利益の確保に努力してまいりますが、昨今の経済状況

を鑑み、経営環境が急激に悪化した場合等、業績予想の修正が必要になる場合には速やかに開示いたします。   

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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① 固定資産の減価償却の算定方法  

   減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

  ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等及び一次差異等の発生状況に著しい変

化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを使用し

ております。 

  

  

  

① 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い

四半期財務諸表を作成しております。 

   ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、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。 

   これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ117百万円減

少しております。 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,937 3,457

売掛金 232 211

商品 7,936 8,017

その他 710 851

流動資産合計 14,817 12,538

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,357 12,192

土地 5,365 5,323

その他（純額） 1,962 2,139

有形固定資産合計 18,685 19,655

無形固定資産 1,347 1,358

投資その他の資産 3,319 3,301

固定資産合計 23,352 24,315

資産合計 38,169 36,853

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,906 8,021

短期借入金 － 3,070

1年内返済予定の長期借入金 2,390 4,638

未払法人税等 411 294

賞与引当金 392 317

災害損失引当金 646 646

その他 1,505 1,346

流動負債合計 13,253 18,334

固定負債   

長期借入金 17,166 11,176

退職給付引当金 533 472

その他 906 819

固定負債合計 18,607 12,468

負債合計 31,860 30,802

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029 1,029

資本剰余金 1,188 1,188

利益剰余金 4,091 3,833

株主資本合計 6,309 6,051

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

評価・換算差額等合計 △0 △0

純資産合計 6,308 6,051

負債純資産合計 38,169 36,853
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 64,407

売上原価 51,968

売上総利益 12,438

販売費及び一般管理費 11,540

営業利益 898

営業外収益  

受取手数料 66

助成金収入 22

その他 61

営業外収益合計 150

営業外費用  

支払利息 285

シンジケートローン手数料 117

その他 7

営業外費用合計 410

経常利益 638

特別損失  

固定資産除却損 7

特別損失合計 7

税引前四半期純利益 630

法人税、住民税及び事業税 510

法人税等調整額 △205

法人税等合計 305

四半期純利益 325
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年９月21日 
 至 平成21年６月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 630

減価償却費 1,206

長期前払費用償却額 125

賞与引当金の増減額（△は減少） 75

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61

受取利息及び受取配当金 △13

支払利息 285

売上債権の増減額（△は増加） △20

たな卸資産の増減額（△は増加） 74

仕入債務の増減額（△は減少） △114

未払消費税等の増減額（△は減少） 358

未収消費税等の増減額（△は増加） 222

固定資産除却損 7

その他 △209

小計 2,690

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △236

法人税等の支払額 △381

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,079

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 △1,425

定期預金の払戻による収入 984

有形固定資産の取得による支出 △182

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △645

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） △3,070

長期借入れによる収入 17,200

長期借入金の返済による支出 △13,457

配当金の支払額 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー 605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,039

現金及び現金同等物の期首残高 3,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,437
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年９月21日～平成20年６月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  59,628

Ⅱ 売上原価  48,482

 売上総利益  11,145

Ⅲ 販売費及び一般管理費  10,703

 営業利益  442

Ⅳ 営業外収益  128

Ⅴ 営業外費用  199

 経常利益  371

Ⅵ 特別利益  240

Ⅶ 特別損失  33

  税引前四半期純利益  577

  税金費用  259

  四半期純利益  317
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  前第３四半期累計期間（平成19年９月21日～平成20年６月20日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

  
 税金等調整前四半期（当
期）純損益 

 577

 減価償却費  919
  
 引当金の増加又は減少額
（△） 

 89

 固定資産除却損  26

  
 売上債権の増加額（△）  
又は減少額 

△27

  
 たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

△1,573

  
 仕入債務の増加額 
又は減少額（△）  

 1,990

 その他 △403

小計  1,597

 法人税等の支払額 △32

 その他 △48

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,516

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 

△3,728

  
 無形固定資産の取得によ
る支出 

△7

 その他 404

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△3,331

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又
は純減額（△） 

△3,500

 長期借入による収入  8,800

     
   長期借入金の返済による 

支出 
△2,767

 配当金の支払額 △67

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  2,465

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  649

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,032

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  2,681
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