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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6月1日～平成21年11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）

営業収益 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 16,475 1.5 113 △49.4 81 △57.5 43 ―
21年5月期第2四半期 16,235 ― 224 ― 192 ― △3 ―

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 3.18 ―
21年5月期第2四半期 △0.28 ―

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 18,766 3,258 17.4 240.52
21年5月期 18,930 3,316 17.5 244.73

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  3,258百万円 21年5月期  3,316百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年5月期 ― 5.00
22年5月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31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  無   

営業収益 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 33,173 1.2 369 △11.6 289 △15.9 148 93.9 10.99
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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 
上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合
があります。 

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 13,774,249株 21年5月期  13,774,249株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  225,480株 21年5月期  223,764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 13,549,751株 21年5月期第2四半期 13,554,691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、世界的な金融不安に端を発した景気後退から一部企

業において業績改善が見られるものの、雇用環境の悪化や個人消費の冷え込みが続き先行き不透明な厳し

い状況になっております。また、小売業界を取り巻く環境は、一段と節約志向が強まっており、さらに同

業他社や他業種との価格競争の激化等、ますます厳しい経営環境が続いております。 

このような経営環境のもと、当社グループとしましては、食品を中心に地域に密着したスーパーマーケ

ットとして、お客様からの高い支持・信頼をいただけるよう、安心で安全な商品を提供することを第一に

取り組むとともに、販売管理費の節約・削減を行い経営の効率化を図ってまいりましたが、お客様の節約

志向、夏場の天候不順による消費の低迷等もあり、価格競争に伴う荒利益高減をカバー出来ず、利益は減

少いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は164億75百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業

利益は1億13百万円（前年同四半期比49.4％減）、経常利益は81百万円（前年同四半期比57.5％減）、四

半期純利益は43百万円（前年同四半期は四半期純損失３百万円）となりました。  

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。  

（流通事業）  

流通事業といたしましては、営業企画として季節催事や、「木曜特売市」「日曜新鮮市」「生活応援特

価市」をさらに充実させるとともに、お客様のお好きな商品を割引く「生活応援割引券」を配布する特別

企画を展開して大変好評を得ております。生鮮食品につきましては、岡崎食品加工センターを有効に活用

することにより、安心安全を第一に味・鮮度にこだわった商品の充実に努めてまいりました。一般食品に

つきましても、特色のある「こだわり商品」の展開と、当社独自のプライベートブランド商品の開発を進

め、消費者の節約志向に対応した戦略を推し進めました。寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカにおき

ましても、品揃えの充実、味、品質の追求をして、店舗全体の集客力のアップに努めました。  

店舗の状況につきましては、平成21年７月に蔵子店を開設、また同年６月に神野店、７月に豊川店を改

装いたしました。  

以上の結果、流通事業の営業収益は164億53百万円となりました。  

（サービス事業）  

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び保険代理業等を営んでおり、効率的な店舗の清掃業

務及び店舗設備の保守業務に努め、また、保険代理業務についても営業部門の充実と顧客の開拓に努めて

まいりました。  

以上の結果、サービス事業の営業収益は22百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億63百万円減少し、187億

66百万円となりました。これは主に、現金及び預金２億４百万円、差入保証金37百万円の減少によるもの

であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少し、155億７百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金１億73百万円、社債１億64百万円の減少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、57百万円減少し、32億58百万円となり、自己資本比率は17.4%と

なりました。 
  

当社グループが出店しておりますドミナントエリア内は、同業他社、他業種の出店も多く、競争はます

ます激化しております。さらに景気後退による経営環境の悪化、個人消費の冷え込みは今後もますます厳

しくなることが予想されるため、通期業績予想につきましては第２四半期の実績を勘案して平成21年７月

16日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細は、平成22年１月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,898,703 2,102,841

受取手形及び売掛金 38,793 35,780

商品 1,313,764 1,181,539

貯蔵品 22,435 25,103

その他 908,984 1,080,271

流動資産合計 4,182,681 4,425,537

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,729,848 4,757,779

土地 4,683,755 4,638,592

その他（純額） 592,107 572,361

有形固定資産合計 10,005,711 9,968,733

無形固定資産 640,405 616,815

投資その他の資産   

差入保証金 2,299,737 2,336,859

その他 1,606,621 1,547,833

投資その他の資産合計 3,906,359 3,884,692

固定資産合計 14,552,476 14,470,241

繰延資産 31,558 34,575

資産合計 18,766,716 18,930,353

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,068,266 3,241,420

短期借入金 3,750,000 3,350,000

未払法人税等 38,684 46,066

引当金 167,148 225,943

その他 2,007,623 2,034,322

流動負債合計 9,031,723 8,897,753

固定負債   

社債 1,861,800 2,026,600

長期借入金 2,873,730 2,924,059

退職給付引当金 598,381 600,310

役員退職慰労引当金 229,706 231,013

その他 912,568 934,439

固定負債合計 6,476,186 6,716,422

負債合計 15,507,909 15,614,175
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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30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31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 841,545 841,545

資本剰余金 790,395 790,395

利益剰余金 1,790,525 1,815,236

自己株式 △109,761 △108,721

株主資本合計 3,312,703 3,338,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,424 △13,467

繰延ヘッジ損益 △9,473 △8,809

評価・換算差額等合計 △53,897 △22,276

純資産合計 3,258,806 3,316,177

負債純資産合計 18,766,716 18,930,353
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 15,733,535 15,984,045

売上原価 11,693,743 11,972,796

売上総利益 4,039,792 4,011,248

営業収入 502,377 491,432

営業総利益 4,542,169 4,502,681

販売費及び一般管理費 4,317,258 4,388,975

営業利益 224,911 113,705

営業外収益   

受取利息 5,386 5,300

受取配当金 8,945 8,687

持分法による投資利益 12,184 12,450

その他 38,373 40,195

営業外収益合計 64,890 66,634

営業外費用   

支払利息 77,252 78,765

その他 19,562 19,611

営業外費用合計 96,815 98,376

経常利益 192,986 81,963

特別利益   

投資有価証券売却益 18,468 22,464

受取保険金 4,000 6,854

特別利益合計 22,468 29,319

特別損失   

固定資産除却損 38,778 9,418

投資有価証券評価損 35,172 21,495

たな卸資産評価損 120,919 －

災害による損失 17,946 5,055

特別損失合計 212,816 35,968

税金等調整前四半期純利益 2,637 75,313

法人税、住民税及び事業税 30,090 28,890

法人税等調整額 △23,597 3,382

法人税等合計 6,492 32,272

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,855 43,041
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 2,637 75,313

減価償却費 256,516 303,985

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,091 △45,869

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △12,926

支払利息 77,252 78,765

持分法による投資損益（△は益） △12,184 △12,450

固定資産除売却損益（△は益） 38,778 9,418

投資有価証券評価損益（△は益） 35,172 21,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,794 △129,556

仕入債務の増減額（△は減少） △113,402 △173,154

その他 △93,554 8,475

小計 236,419 123,497

利息及び配当金の受取額 13,891 14,104

利息の支払額 △79,542 △81,419

法人税等の支払額 △33,678 △25,469

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,089 30,713

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 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △437,426 △261,846

投資有価証券の取得による支出 △51,884 △115,188

投資有価証券の売却による収入 23,928 36,250

差入保証金の差入による支出 △4,922 △12,360

差入保証金の回収による収入 54,185 52,186

預り保証金の返還による支出 △51,734 △47,872

その他 △71,441 △22,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,296 △370,967

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,000,000 6,850,000

短期借入金の返済による支出 △4,700,000 △6,450,000

長期借入れによる収入 900,000 470,000

長期借入金の返済による支出 △486,388 △529,535

社債の発行による収入 － 97,350

社債の償還による支出 △293,800 △198,800

配当金の支払額 △67,765 △67,752

その他 △4,037 △35,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 348,009 136,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,197 △204,137

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,504 1,622,841

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,423,306 1,418,703
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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６月１日 至 平成20年11月30日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める流通事業の割合が、いずれも90％を超える

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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、提供する商品とサービスの販売形態により区分しております。 

２ 各区分の主な事業の内容 

(1) 流通事業・・・・スーパーマーケット 

(2) サービス事業・・清掃業、保守業、保険代理業 

  

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】

流通事業  
(千円)

サービス事業
(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

16,453,330 22,147 16,475,478 － 16,475,478

(2)セグメント間の内部営業 
  収益又は振替高

1,046 102,728 103,774 (103,774) －

      計 16,454,376 124,876 16,579,252 (103,774) 16,475,478

営業利益 96,195 15,396 111,591 2,114 113,705

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ドミー（9924）平成22年５月期　第２四半期決算短信

9


	サマリー情報.pdf
	定性的情報
	財務情報
	連結注記



