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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）

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 38,407 10.4 2,052 18.8 2,052 20.8 1,077 20.2
21年5月期第2四半期 34,779 ― 1,728 ― 1,699 ― 896 ―

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 76.89 76.88
21年5月期第2四半期 63.91 63.82

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 21,806 11,764 53.9 839.08
21年5月期 21,879 10,878 49.7 776.17

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  11,755百万円 21年5月期  10,872百万円

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 ― ― ― 14.00 14.00

22年5月期 ― ―

22年5月期 
（予想）

― 12.00 12.00

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  
 

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 77,000 4.8 3,750 4.6 3,720 4.8 1,900 5.4 135.64
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、当社が現在入手している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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提等については、３ページ【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覧下さい。 

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 14,399,000株 21年5月期  14,396,600株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  388,940株 21年5月期  388,940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 14,008,797株 21年5月期第2四半期 14,022,707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、エコ関連減税などの経済対策により景気の一部に回復の兆しが

見られたものの、円高や雇用情勢の悪化などにより個人消費は一段と冷え込み、景気は依然として全般的に厳しい状

況で推移いたしました。 

 小売業界におきましては、雇用情勢の悪化による消費者の生活防衛意識の一段とした高まりや、値下げによる価格

競争の強まり、また、新型インフルエンザの発生など、経営環境は非常に厳しい状態が続いております。 

  このような経営環境の中、当社グループでは食品製造小売業（S.P.F）としてお客様に満足いただける商品を「安

く」提供するため、商品開発に注力いたしました。また昨年４月より実施しております、「生活応援宣言セール」も

引き続き実施し、多くのお客様から支持を得ることができました。コスト面におきましては、本社管理部門コストの

一層の見直しと店舗作業効率の改善を推し進め販売費及び一般管理費の圧縮を図るとともに、「一品大量陳列・大量

販売」によるロープライスの実現と「ウィークリーマネジメントの強化」による数値管理の徹底にも注力してまいり

ました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は384億７百万円（前年同期比10.4％増）、経常利益は20億５

千２百万円（前年同期比20.8％増）、四半期純利益は10億７千７百万円（前年同期比20.2％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ72百万円減少し、218億６百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が３億４千７百万円、商品及び製品が２億１百万円増加する一方、その他流動資産が３億

６千４百万円減少したこと等により流動資産合計が１億８千７百万円増加したことに対し、建物及び構築物の減価償

却により、固定資産合計が２億６千万円減少したこと等によるものです。 

一方、負債合計は、前連結会計年度末に比べ９億５千８百万円減少し、100億４千２百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金が２億４千８百万円、未払法人税等が１億３千１百万円、長期借入金が４億円とそれぞれ減少し

た等によるものです。 

また、純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ８億８千５百万円増加し、117億６千４百万円となりました。 

これは、当第２四半期連結累計期間の好調な業績を反映して利益剰余金が８億８千１百万円増加したことによるも

のです。この結果、自己資本比率は、前連結会年度末に比べて4.2ポイント上昇して53.9%となりました。  

  

 平成22年５月期通期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており、連結、個別ともに平成21年７月

14日公表の業績予想に変更ありません。  

  

 該当事項はありません。   

  

 １．簡便な会計処理  

   簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。  

  

 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

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

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 7,343,651 6,996,138

受取手形及び売掛金 2,426 3,148

商品及び製品 1,829,609 1,628,184

原材料及び貯蔵品 25,701 22,082

その他 1,211,918 1,575,960

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 10,413,301 10,225,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,423,737 5,767,352

土地 1,669,085 1,669,085

その他（純額） 495,518 415,850

有形固定資産合計 7,588,341 7,852,288

無形固定資産 55,808 60,573

投資その他の資産   

建設協力金 1,151,323 1,189,777

差入保証金 1,330,790 1,307,233

その他 1,267,150 1,244,149

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 3,749,251 3,741,146

固定資産合計 11,393,400 11,654,008

資産合計 21,806,702 21,879,517
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,770,047 5,018,169

短期借入金 800,000 800,000

未払法人税等 1,035,707 1,166,739

賞与引当金 171,437 147,318

その他 1,156,741 1,330,292

流動負債合計 7,933,933 8,462,519

固定負債   

長期借入金 1,400,000 1,800,000

その他 708,560 738,708

固定負債合計 2,108,560 2,538,708

負債合計 10,042,493 11,001,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,548,089 1,547,813

資本剰余金 1,709,769 1,709,493

利益剰余金 8,807,149 7,926,015

自己株式 △311,590 △311,590

株主資本合計 11,753,417 10,871,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,178 647

少数株主持分 8,613 5,911

純資産合計 11,764,208 10,878,290

負債純資産合計 21,806,702 21,879,517
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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 34,779,948 38,407,444

売上原価 26,740,159 29,643,960

売上総利益 8,039,789 8,763,484

販売費及び一般管理費 6,311,783 6,711,029

営業利益 1,728,006 2,052,455

営業外収益   

受取利息 18,234 20,909

受取配当金 318 309

その他 10,767 19,714

営業外収益合計 29,319 40,933

営業外費用   

支払利息 40,013 32,490

保険解約損 12,265 －

その他 5,762 8,674

営業外費用合計 58,041 41,165

経常利益 1,699,283 2,052,223

特別利益   

貸倒引当金戻入額 65 －

特別利益合計 65 －

特別損失   

投資有価証券評価損 7,699 7,388

固定資産除却損 － 30

減損損失 4,203 －

特別損失合計 11,903 7,418

税金等調整前四半期純利益 1,687,445 2,044,804

法人税、住民税及び事業税 860,054 1,016,042

法人税等調整額 △69,158 △51,181

法人税等合計 790,896 964,861

少数株主利益 236 2,701

四半期純利益 896,313 1,077,240
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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 1,687,445 2,044,804

減価償却費 425,343 449,813

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,063 24,119

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68 △0

受取利息及び受取配当金 △18,552 △21,218

支払利息 40,013 32,490

建設協力金の家賃相殺額 45,205 47,232

預り建設協力金の家賃相殺額 △8,410 △8,410

固定資産除却損 － 30

減損損失 4,203 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,603 721

たな卸資産の増減額（△は増加） 160,131 △205,043

その他の流動資産の増減額（△は増加） △134,423 366,125

仕入債務の増減額（△は減少） △153,447 △248,121

その他の流動負債の増減額（△は減少） △204,964 △151,373

その他の固定負債の増減額（△は減少） 24,400 △2,497

その他 27,233 15,048

小計 1,957,777 2,343,720

利息及び配当金の受取額 6,553 17,870

利息の支払額 △40,174 △33,025

法人税等の支払額 △810,293 △1,146,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,113,862 1,182,495

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 △1,500,053 △5,115,138

定期預金の払戻による収入 － 2,533,540

投資有価証券の取得による支出 － △338

有形固定資産の取得による支出 △315,548 △169,829

有形固定資産の売却による収入 － 2,234

無形固定資産の取得による支出 － △269

差入保証金の差入による支出 △54,884 △28,399

差入保証金の回収による収入 12,311 4,842

建設協力金の支払による支出 △44,314 －

短期貸付けによる支出 △45,000 －

短期貸付金の回収による収入 45,000 －

その他 △2,081 △7,073

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,904,570 △2,780,432
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △439,000 △400,000

リース債務の返済による支出 △6,558 △41,160

株式の発行による収入 － 552

自己株式の取得による支出 △110,862 －

配当金の支払額 △168,793 △195,539

財務活動によるキャッシュ・フロー △725,214 △636,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,515,922 △2,234,084

現金及び現金同等物の期首残高 4,886,686 5,216,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,370,764 2,982,611
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

 小売事業の売上高の合計、営業利益の金額の合計に占める割合が、いずれも９０％を超えており、また、当該

 セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありませんので、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）  

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 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）  

 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
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