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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 62,702 ― 1,110 ― 1,355 ― 642 ―
20年9月期第3四半期 60,892 4.3 1,003 △10.3 1,405 0.2 655 ―

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 59.50 ―
20年9月期第3四半期 60.68 ―

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 31,548 16,555 52.4 1,531.80
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3四半期  16,536百万円 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 △5.9 800 0.9 74.10



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21年５月15日に公表しました連結業績予想は，本資料において修正しております。 
２．.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。 
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3四半期 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3四半期  1,081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3四半期 10,795,876株 20年9月期第3四半期 10,796,082株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の後退により企業収益は低迷し、個人消費につ

きましても、節約志向、生活防衛意識が一層高まり、引き続き厳しい経営環境が続きました。 

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及び店舗作りを進めてまいりました。 

地域一番店を目指して、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価格とご

満足いただける品質重視の商品展開、エブリデーロープライスの実現を図ってまいりました。 

営業面におきましては、今期は創業50周年を迎え、お客様へ感謝の気持ちをこめ、50周年誕生祭を企画いたしま

した。チラシ広告を媒体とする特売セールの強化や母の日の親子参加企画、観劇会へのお客様ご招待、福引企画を

実施いたしました。 

出店につきましては、平成21年４月埼玉県東松山市に沢口町店を新規出店いたしました。また、既存店活性化の

ため16店舗の改装を実施いたしました。 

 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（一部有償回収）を行ってまいりました。レジ袋のリユース運動に関しまし

ては、当社グループ従業員が率先垂範する社内運動として、全従業員にマイバックを配布の上、マイバック・リユ

ース運動を強力に推進しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業成績は、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 ％減）、四半期純利益 百万円（同 ％減）となり

ました。 

  

  

（１）資産・負債及び純資産の状況 

 当第３四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、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、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３四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、減損損失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）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四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

62,702 3.0

1,110 10.7 1,355 3.6 642 2.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

847 31,548

388 14,993

459 16,555

1,758

373

1,499

2,131

257



 平成21年９月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15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「特別損失の計上に関するお知らせ」「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21年５月15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。  

   

１．たな卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

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。 

  

・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方法に準じた会計処理によっ

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  1,000   92 62

今回修正予想（Ｂ）  84,800  1,450  1,650  800   74 10

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  △200   △18 52

増減率（％）  －  －  －  △20.0  △20.0

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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,758 2,132

売掛金 75 46

商品 1,833 1,657

貯蔵品 14 10

繰延税金資産 383 474

その他 946 1,094

流動資産合計 5,012 5,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,186 6,390

土地 6,308 4,527

その他（純額） 1,409 1,188

有形固定資産合計 13,903 12,106

無形固定資産 394 274

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,276 1,154

敷金及び保証金 7,686 8,250

その他 3,274 3,497

投資その他の資産合計 12,237 12,903

固定資産合計 26,535 25,284

資産合計 31,548 30,701

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,464 4,149

短期借入金 2,126 939

1年内返済予定の長期借入金 478 678

未払法人税等 241 314

ポイント引当金 548 564

賞与引当金 147 434

その他 2,093 1,904

流動負債合計 10,100 8,986



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,209 1,754

転貸損失引当金 310 258

退職給付引当金 664 648

役員退職慰労引当金 582 546

長期預り保証金 1,984 2,177

その他 140 233

固定負債合計 4,892 5,618

負債合計 14,993 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 11,027 10,568

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,542 16,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 1

評価・換算差額等合計 △5 1

少数株主持分 18 10

純資産合計 16,555 16,095

負債純資産合計 31,548 30,701



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 62,702

売上原価 47,699

売上総利益 15,002

営業収入 927

営業総利益 15,929

販売費及び一般管理費 14,819

営業利益 1,110

営業外収益  

受取利息 46

受取配当金 4

受取賃貸料 50

受取手数料 74

その他 109

営業外収益合計 285

営業外費用  

支払利息 28

その他 11

営業外費用合計 40

経常利益 1,355

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 389

固定資産除却損 23

転貸損失引当金繰入額 79

その他 4

特別損失合計 503

税金等調整前四半期純利益 1,169

法人税、住民税及び事業税 519

過年度法人税等 20

法人税等調整額 △20

法人税等合計 519

少数株主利益 7

四半期純利益 642



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 1,169

減価償却費 736

減損損失 389

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 36

賞与引当金の増減額（△は減少） △287

受取利息及び受取配当金 △51

支払利息 28

固定資産除却損 23

売上債権の増減額（△は増加） △29

たな卸資産の増減額（△は増加） △179

仕入債務の増減額（△は減少） 315

収用補償金 △317

その他 △77

小計 1,772

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △30

収用補償金の受取額 317

法人税等の支払額 △569

その他の支出 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,499

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 △2,598

差入保証金の差入による支出 △83

差入保証金の回収による収入 683

その他 △132

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,131

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） 1,186

長期借入金の返済による支出 △744

配当金の支払額 △183

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373

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 1,758



 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30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  60,892

Ⅱ 売上原価  45,962

売上総利益  14,929

Ⅲ 営業収入  982

営業総利益  15,912

Ⅳ 販売費及び一般管理費  14,909

営業利益  1,003

Ⅴ 営業外収益  455

Ⅵ 営業外費用  52

経常利益  1,405

Ⅶ 特別利益  34

Ⅷ 特別損失   154

税金等調整前四半期純利益  1,285

税金費用  629

少数株主利益（控除）  1

四半期純利益  655
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