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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21年8月20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 ％

22年5月期第1四半期 7,617 △0.0 60 △49.6 78 △46.7 38 △50.7
21年5月期第1四半期 7,617 ― 120 ― 146 ― 77 ―

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

22年5月期第1四半期 8.92 ―
21年5月期第1四半期 18.10 ―

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

22年5月期第1四半期 9,956 4,805 48.3 1,122.48
21年5月期 9,735 4,791 49.2 1,119.23

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  4,805百万円 21年5月期  4,791百万円

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

21年5月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年5月21日～平成22年5月20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

15,133 0.8 280 3.3 329 2.4 176 4.2 41.11

通期 29,947 0.4 517 5.6 586 0.2 320 0.3 74.75
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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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、４ページの【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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 4,963,128株 21年5月期  4,963,128株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  682,288株 21年5月期  682,288株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 4,280,840株 21年5月期第1四半期 4,280,840株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、わずかではあるが景気の持ち直しの動きがみられた

ものの、世界的な金融不安に伴う景気の悪化により企業収益や設備投資の減少が続き、依然として厳しい

状況で推移いたしました。 

当小売業界におきましては、有効求人倍率の下落に見られる雇用環境の悪化により、消費者の生活防衛

意識がさらに高まり個人消費が低迷を続けるなか、企業間競争も激しさを増し厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような環境のなか当社グループは、お客様にご満足いただくため商品の品揃えを充実させ、価格の

見直しに取組む一方、接客の原点に立ち「安全・安心」な商品をお届けすることはもちろんのこと、全社

員が基本を再徹底することでレベルの高いサービスに挑戦して参りました。 

店舗開発面では、福岡県築上郡吉富町に吉富店を新規出店いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高76億17百万円（前年同期比0.0％減）、経常

利益78百万円（前年同期比46.7％減）、四半期純利益38百万円（前年同期比50.7％減）となりました。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

また、前第１四半期連結累計期間において、当社グループが営んでおりましたその他事業は、平成20年

11月21日に親会社である株式会社マルミヤストアが、その他事業を営む株式会社梅乃家を吸収合併したた

め、当第１四半期連結累計期間におけるその他事業の業績はございません。 

なお、当該業績はスーパーマーケット事業に含まれております。 

（1）スーパーマーケット事業 

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高59億30百万円（前年同期比2.4％減)、営業利益40百万

円（前年同期比55.7％減）となりました。 

店舗開発の面では、スーパーマーケット事業につきましては、１店舗の新規出店を行いました。 
  

（2）ディスカウントストア事業 

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高16億86百万円（前年同期比10.5％増)、営業利益20百万

円（前年同期比11.1％減)、となりました。 
  

（1）財政状態（連結）の変動状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産の部の残高は、前連結会計年度末と比べ２億21百万円増加

し99億56百万円となりました。主な変動は、現金及び預金の増加１億23百万円、新規出店等による商品

の増加１億38百万円、土地の取得による増加１億３百万円とその他に含めた未収入金の減少１億39百万

円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べ２億７百万円増加

し51億51百万円となりました。主な変動は、新規出店等による買掛金の増加３億54百万円と未払法人税

等の減少99百万円であります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し48億５

百万円となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、49.2％から48.3％

となりました。 

（2）連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間末における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う。）は、前連結会計年度末に比べ、53百万円増加し、19億72百万円となりました。 

（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、前年同期に比べ88百万円減少し４億16百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益78百万円、減価償却費77百万円の計上と、仕入債務の増

加３億59百万円による増加要因と、たな卸資産の増加１億38百万円と法人税等の支払額１億15百万

円の減少要因によるものであります。 

【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
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（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、前年同期に比べ１億21百万円増加し２億62百万円となりまし

た。 

これは主に、定期預金の預入による支出70百万円と有形固定資産の取得による支出２億６百万円

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） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ98百万円減少し99百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出68百万円と配当金の支払額25百万円によるものであり

ます。 

  

平成21年７月９日に発表した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

当社グループでは、売上高につきましては季節的変動があり、また利益面では仕入先とのリベート精算

を半年毎に行っておりますので、第１四半期及び第３四半期に比較して第２四半期及び年度決算において

粗利益率が上昇することが予想されます。 

  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,231,725 2,107,731

売掛金 10,041 11,002

有価証券 769 769

商品 1,419,181 1,280,923

貯蔵品 8,760 8,760

繰延税金資産 35,886 50,913

その他 148,472 292,985

貸倒引当金 △830 △830

流動資産合計 3,854,009 3,752,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,242,588 4,178,235

減価償却累計額 △2,105,963 △2,060,001

建物及び構築物（純額） 2,136,625 2,118,234

機械装置及び運搬具 93,458 94,093

減価償却累計額 △75,397 △73,891

機械装置及び運搬具（純額） 18,061 20,202

土地 1,981,155 1,877,918

リース資産 143,688 142,170

減価償却累計額 △21,028 △14,930

リース資産（純額） 122,660 127,239

建設仮勘定 15,749 3,940

その他 1,385,920 1,358,421

減価償却累計額 △1,148,337 △1,129,031

その他（純額） 237,582 229,389

有形固定資産合計 4,511,834 4,376,924

無形固定資産 48,682 51,253

投資その他の資産   

投資有価証券 111,314 98,080

長期前払費用 110,251 114,153

敷金及び保証金 1,081,153 1,092,181

繰延税金資産 227,165 237,633

その他 12,178 12,544

投資その他の資産合計 1,542,063 1,554,592

固定資産合計 6,102,581 5,982,770

資産合計 9,956,590 9,735,027
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,431 6,963

買掛金 2,153,511 1,798,706

短期借入金 976,554 980,480

リース債務 25,608 25,289

未払金 143,548 125,863

未払費用 322,476 305,361

未払法人税等 21,804 121,700

未払消費税等 33,337 35,228

賞与引当金 28,602 40,000

役員賞与引当金 7,500 7,500

その他 43,482 41,299

流動負債合計 3,767,856 3,488,394

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 418,792 483,015

長期未払金 190,984 190,984

リース債務 103,380 108,533

退職給付引当金 66,569 67,542

その他 303,843 305,321

固定負債合計 1,383,569 1,455,397

負債合計 5,151,425 4,943,791

純資産の部   

株主資本   

資本金 808,289 808,289

資本剰余金 855,619 855,619

利益剰余金 3,497,034 3,490,967

自己株式 △345,144 △345,144

株主資本合計 4,815,799 4,809,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,634 △18,496

評価・換算差額等合計 △10,634 △18,496

純資産合計 4,805,164 4,791,236

負債純資産合計 9,956,590 9,735,027
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 7,617,595 7,617,566

売上原価 6,151,098 6,191,509

売上総利益 1,466,496 1,426,057

その他の営業収入 35,397 33,961

営業総利益 1,501,894 1,460,019

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 99,713 97,679

報酬及び給料手当 607,728 633,742

福利厚生費 48,577 57,092

賃借料 210,604 201,569

水道光熱費 127,195 122,872

減価償却費 70,503 77,702

その他 217,239 208,721

販売費及び一般管理費合計 1,381,561 1,399,380

営業利益 120,332 60,638

営業外収益   

受取利息 4,044 3,226

受取配当金 557 709

受取事務手数料 17,952 16,341

その他 14,193 5,359

営業外収益合計 36,748 25,637

営業外費用   

支払利息 7,734 6,050

社債利息 1,702 1,702

その他 777 296

営業外費用合計 10,214 8,050

経常利益 146,866 78,226

特別利益   

固定資産売却益 － 667

貸倒引当金戻入額 183 －

特別利益合計 183 667

特別損失   

固定資産除却損 － 100

特別損失合計 － 100

税金等調整前四半期純利益 147,049 78,792

法人税、住民税及び事業税 44,500 20,452

法人税等調整額 25,054 20,167

法人税等合計 69,555 40,619

四半期純利益 77,493 38,173
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年８月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20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 147,049 78,792

減価償却費 70,503 77,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,550 △11,398

貸倒引当金の増減額（△は減少） △183 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,305 △973

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △191,106 －

長期未払金の増減額（△は減少） 192,800 －

受取利息及び受取配当金 △4,602 △3,936

支払利息 9,437 7,753

有形固定資産売却損益（△は益） － △667

有形固定資産除却損 － 100

売上債権の増減額（△は増加） △1,773 960

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,721 △138,258

仕入債務の増減額（△は減少） 301,573 359,272

長期前払費用の増減額（△は増加） △21,456 1,561

その他 194,835 162,404

小計 587,500 533,316

利息及び配当金の受取額 4,602 3,936

利息の支払額 △8,955 △5,030

法人税等の支払額 △77,976 △115,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 505,170 416,644

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 － △70,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △70,249 △206,064

有形固定資産の売却による収入 341 2,488

無形固定資産の取得による支出 △3,624 △545

投資有価証券の取得による支出 △50,999 △44

敷金及び保証金の差入による支出 △130,048 △6,697

敷金及び保証金の回収による収入 13,431 17,725

貸付金の回収による収入 450 450

その他 △84 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,783 △262,687

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） △100,000 －

長期借入金の返済による支出 △71,719 △68,149

リース債務の返済による支出 △227 △6,122

配当金の支払額 △26,361 △25,689

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,308 △99,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,078 53,995

現金及び現金同等物の期首残高 1,930,260 1,918,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,096,338 1,972,495
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年８月20日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) スーパーマーケット事業………生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                水産物の仕入、卸し、販売 

 (2) ディスカウントストア事業……一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

 (3) その他事業………………………弁当類・飲食物の販売 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成21年８月20日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) スーパーマーケット事業………生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                水産物の仕入、卸し、販売 

 (2) ディスカウントストア事業……一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

３ 前第１四半期連結累計期間において、その他の事業を営んでおりました連結子会社の株式会社梅乃家を、平

成20年11月21日に親会社である株式会社マルミヤストアが吸収合併したため、当第１四半期連結累計期間に

おけるその他事業の業績はございません。なお、当該業績は、スーパーマーケット事業に含まれておりま

す。 

(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】

スーパーマー
ケット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業

(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

6,112,275 1,527,568 13,149 7,652,992 ─ 7,652,992

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

15,799 10,682 133,230 159,711 (159,711) ─

計 6,128,074 1,538,250 146,379 7,812,704 (159,711) 7,652,992

  営業費用 6,037,641 1,515,282 139,594 7,692,518 (159,857) 7,532,660

  営業利益 90,433 22,968 6,784 120,186 146 120,332

スーパーマーケ
ット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業 

(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

5,964,217 1,687,310 7,651,528 ─ 7,651,528

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

10,402 8,092 18,495 (18,495) ─

計 5,974,619 1,695,403 7,670,023 (18,495) 7,651,528

  営業費用 5,934,548 1,674,981 7,609,529 (18,639) 7,590,889

  営業利益 40,071 20,422 60,494 144 60,638
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前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在

する子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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

6. その他の情報
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