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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21年11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2四半期 15,000 △0.1 204 △24.6 240 △25.2 123 △27.0
21年5月期第2四半期 15,013 ― 270 ― 321 ― 168 ―

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2四半期 28.80 ―
21年5月期第2四半期 39.45 ―

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2四半期 9,796 4,881 49.8 1,140.22
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2四半期  4,881百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 7.50
22年5月期 

（予想）
― 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 29,850 0.1 364 △25.7 433 △26.0 228 △28.5 53.26
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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  無  

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,280,840株 21年5月期第2四半期 4,280,840株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策を背景に業種や地域によっては景気

を持ち直しているものの、企業収益の減少が続くなかデフレ状況が見られるなど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も、極めて厳しい雇用環境、所得環境を背景に消費者の生活防衛意識はさらに

高まり、低価格志向が顕著になるなか当社グループは、お客様にご満足いただくため店舗の改装を推進す

るとともに、商品構成の見直しを実施し既存店舗の活性化に努めてまいりました。 

また、管理面におきましては、「安全・安心」な商品をお届けするために表示、衛生管理などに注力

し、法令遵守の徹底を図る一方、安定した利益確保ができる企業体質構築の１つとして、効率的な経費投

入ができるよう経費全般についての見直しに、本社、店舗が一体となって取り組んでおります。 

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したほか、株式会社ロンフレより食品スーパ

ー事業及びディスカウントストア事業を営む店舗のうち３店舗の営業を譲り受けて出店を決定しておりま

す。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高150億円（前年同期比0.1％減）、経常利益２

億40百万円（前年同期比25.2％減）、四半期純利益１億23百万円（前年同期比27.0％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２四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２四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２四半期連結累計期間の業績は、売上高117億66百万円（前年同期比2.0％減)、営業利益１億53

百万円（前年同期比32.7％減）となりました。 

  

（2）ディスカウントストア事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高32億34百万円（前年同期比8.5％増)、営業利益50百万

円（前年同期比50.7％増)、となりました。 

  

（1）財政状態（連結）の変動状況 

当第２四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61百万円増加し

97億96百万円となりました。主な変動は、店舗数増加等による商品の増加１億23百万円、土地の取得

による増加１億３百万円と、現金及び預金の減少50百万円、その他に含めた未収入金の減少79百万円

によるものであります。 

当第２四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28百万円減少し

49億15百万円となりました。主な変動は、短期借入金の増加１億86百万円と買掛金の減少34百万円、

未払金の減少39百万円、返済による長期借入金の減少１億12百万円によるものであります。 

当第２四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89百万円増加し48億

81百万円となりました。主な変動要因は、四半期純利益による増加１億23百万円と剰余金の配当によ

る減少32百万円によるものであります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率

は、前連結会計年度末の49.2％から49.8％となりました。 

【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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（2）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結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、前連結会

計年度末に比べ、20百万円減少し、18億98百万円となりました。 

（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２億56百万円減少し１億87百万円となりまし

た。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益２億41百万円、減価償却費１億59百万円の計上による増

加要因と、たな卸資産の増加１億22百万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。 

（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12百万円増加し２億37百万円となりました。 

これは主に、定期預金の払戻しによる収入１億30百万円と定期預金の預入による支出１億円と有

形固定資産の取得による支出２億82百万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） 

財務活動の結果獲得した資金は、29百万円（前年同期は１億80百万円の支出）となりました。 

これは主に、短期借入金の増加２億円による資金の増加と長期借入金の返済による支出１億26百

万円と配当金の支払額31百万円の資金の減少によるものであります。 

  

平成21年７月９日の決算発表及び平成21年10月１日の第１四半期決算発表において発表しました平成22

年５月期の業績予想を修正いたしました。 

詳細は、本日発表の平成22年５月期の業績予想の修正に関するお知らせをご参照下さい。 
    
  

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。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年11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 2,057,423 2,107,731

売掛金 8,507 11,002

有価証券 769 769

商品 1,404,195 1,280,923

貯蔵品 8,361 8,760

繰延税金資産 48,255 50,913

その他 218,410 292,985

貸倒引当金 △830 △830

流動資産合計 3,745,093 3,752,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,275,845 4,178,235

減価償却累計額 △2,153,320 △2,060,001

建物及び構築物（純額） 2,122,525 2,118,234

機械装置及び運搬具 93,458 94,093

減価償却累計額 △77,506 △73,891

機械装置及び運搬具（純額） 15,952 20,202

土地 1,981,590 1,877,918

リース資産 143,688 142,170

減価償却累計額 △27,125 △14,930

リース資産（純額） 116,563 127,239

建設仮勘定 20,846 3,940

その他 1,397,056 1,358,421

減価償却累計額 △1,171,767 △1,129,031

その他（純額） 225,289 229,389

有形固定資産合計 4,482,767 4,376,924

無形固定資産 46,529 51,253

投資その他の資産   

投資有価証券 103,710 98,080

長期前払費用 106,307 114,153

敷金及び保証金 1,071,306 1,092,181

繰延税金資産 229,003 237,633

その他 11,813 12,544

投資その他の資産合計 1,522,141 1,554,592

固定資産合計 6,051,438 5,982,770

資産合計 9,796,531 9,735,027
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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 13,526 6,963

買掛金 1,764,324 1,798,706

短期借入金 1,166,908 980,480

リース債務 25,608 25,289

未払金 86,533 125,863

未払費用 305,754 305,361

未払法人税等 111,050 121,700

未払消費税等 31,005 35,228

賞与引当金 47,720 40,000

役員賞与引当金 － 7,500

その他 39,485 41,299

流動負債合計 3,591,917 3,488,394

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 370,289 483,015

長期未払金 190,984 190,984

リース債務 96,978 108,533

退職給付引当金 65,596 67,542

その他 299,685 305,321

固定負債合計 1,323,533 1,455,397

負債合計 4,915,450 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 3,582,143 3,490,967

自己株式 △345,144 △345,144

株主資本合計 4,900,908 4,809,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,827 △18,496

評価・換算差額等合計 △19,827 △18,496

純資産合計 4,881,081 4,791,236

負債純資産合計 9,796,531 9,735,027
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 (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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 15,013,133 15,000,381

売上原価 12,006,214 12,083,916

売上総利益 3,006,919 2,916,465

その他の営業収入 71,802 68,508

営業総利益 3,078,721 2,984,973

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 202,965 196,549

報酬及び給料手当 1,220,292 1,272,183

福利厚生費 113,090 122,430

賃借料 428,685 400,110

水道光熱費 261,081 244,653

減価償却費 149,642 159,288

その他 432,023 385,546

販売費及び一般管理費合計 2,807,780 2,780,761

営業利益 270,941 204,212

営業外収益   

受取利息 7,566 6,416

受取配当金 1,060 1,198

受取事務手数料 37,426 33,963

その他 24,104 10,642

営業外収益合計 70,157 52,221

営業外費用   

支払利息 15,113 11,927

社債利息 3,419 3,419

その他 1,272 646

営業外費用合計 19,805 15,994

経常利益 321,293 240,439

特別利益   

固定資産売却益 1,047 667

貸倒引当金戻入額 538 －

特別利益合計 1,585 667

特別損失   

固定資産除却損 98 100

減損損失 2,755 －

投資有価証券評価損 2,730 －

特別損失合計 5,584 100

税金等調整前四半期純利益 317,294 241,005

法人税、住民税及び事業税 143,421 105,527

法人税等調整額 5,004 12,195

法人税等合計 148,426 117,723

四半期純利益 168,868 123,282
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  【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 7,395,538 7,382,815

売上原価 5,855,115 5,892,407

売上総利益 1,540,423 1,490,407

その他の営業収入 36,404 34,546

営業総利益 1,576,827 1,524,954

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 103,252 98,869

報酬及び給料手当 612,564 638,440

福利厚生費 64,512 65,338

賃借料 218,080 198,540

水道光熱費 133,886 121,780

減価償却費 79,138 81,586

その他 214,783 176,825

販売費及び一般管理費合計 1,426,219 1,381,381

営業利益 150,608 143,573

営業外収益   

受取利息 3,521 3,190

受取配当金 503 488

受取事務手数料 19,473 17,621

その他 9,910 5,282

営業外収益合計 33,408 26,583

営業外費用   

支払利息 7,378 5,876

社債利息 1,716 1,716

その他 494 350

営業外費用合計 9,590 7,944

経常利益 174,427 162,212

特別利益   

固定資産売却益 1,047 －

貸倒引当金戻入額 354 －

特別利益合計 1,402 －

特別損失   

固定資産除却損 98 －

減損損失 2,755 －

投資有価証券評価損 2,730 －

特別損失合計 5,584 －

税金等調整前四半期純利益 170,245 162,212

法人税、住民税及び事業税 98,920 85,075

法人税等調整額 △20,049 △7,971

法人税等合計 78,871 77,103

四半期純利益 91,374 85,109
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11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 317,294 241,005

減価償却費 149,642 159,288

減損損失 2,755 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,400 7,720

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △7,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △338 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,576 △1,946

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） 191,528 －

受取利息及び受取配当金 △8,627 △7,614

支払利息 18,532 15,347

有形固定資産売却損益（△は益） △1,047 △667

有形固定資産除却損 98 100

投資有価証券評価損益（△は益） 2,730 －

売上債権の増減額（△は増加） 594 2,495

たな卸資産の増減額（△は増加） △115,624 △122,872

仕入債務の増減額（△は減少） 44,748 △27,819

長期前払費用の増減額（△は増加） △31,851 3,117

その他 149,696 49,997

小計 531,850 310,651

利息及び配当金の受取額 8,627 7,614

利息の支払額 △17,773 △14,674

法人税等の支払額 △78,106 △115,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,597 187,947

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 △130,000 △100,096

定期預金の払戻による収入 303,000 130,000

有形固定資産の取得による支出 △147,159 △282,702

有形固定資産の売却による収入 5,259 2,488

無形固定資産の取得による支出 △43,736 △1,551

無形固定資産の売却による収入 68 －

投資有価証券の取得による支出 △51,043 △7,869

敷金及び保証金の差入による支出 △186,899 △6,697

敷金及び保証金の回収による収入 24,220 27,572

貸付金の回収による収入 900 900

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,390 △237,955

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） － 200,000

長期借入金の返済による支出 △143,438 △126,298

リース債務の返済による支出 △5,300 △12,219

配当金の支払額 △32,003 △31,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,741 29,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,465 △20,403

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 1,968,725 1,898,097
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年11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 

３ 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」（企業会計基準委員会平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用しております。これによる営業利益に与える影響は軽微であります。 

４ その他事業を営む連結子会社の株式会社梅乃家を、平成20年11月21日で当社に吸収合併しております。 
  
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年５月21日 至 平成21年11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２四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２四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

12,074,565 2,983,438 26,932 15,084,936 ─ 15,084,936

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

31,226 21,660 251,019 303,906 (303,906) ─

計 12,105,792 3,005,099 277,951 15,388,842 (303,906) 15,084,936

  営業費用 11,878,323 2,971,402 268,464 15,118,190 (304,195) 14,813,995

  営業利益 227,468 33,696 9,486 270,652 288 270,941

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

11,833,827 3,235,062 15,068,890 ─ 15,068,890

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

20,784 15,880 36,664 (36,664) ─

計 11,854,612 3,250,942 15,105,554 (36,664) 15,068,890

  営業費用 11,701,453 3,200,177 14,901,631 (36,953) 14,864,677

  営業利益 153,158 50,764 203,923 288 204,212
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前第２四半期連結累計期間及び当第２四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２四半期連結累計期間及び当第２四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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