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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 22,992 △6.4 711 △1.8 751 1.3 436 12.0
21年9月期第1四半期 24,573 ― 724 ― 741 ― 389 ―

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9月期第1四半期 28.01 ―
21年9月期第1四半期 24.99 ―

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9月期第1四半期 63,988 39,769 62.2 2,551.69
21年9月期 56,240 39,464 70.2 2,531.94

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  39,769百万円 21年9月期  39,464百万円

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9月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
7.75 ― 7.75 15.50

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

46,000 △0.8 1,000 0.2 1,035 0.4 550 7.6 35.29

通期 93,000 0.4 1,950 7.5 2,040 7.2 900 10.8 57.75



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当社が判断したものであり、実際の業績等は様々な要因に
より大きく異なることがあります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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9月期第1四半期 15,675,000株 21年9月期  15,675,000株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  89,312株 21年9月期  88,362株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 15,585,941株 21年9月期第1四半期 15,590,943株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果や海外経済の改善により輸出が回復の動き

を見せるなど緩やかながらも持ち直しの兆しが見られましたが、雇用情勢の一層の悪化やデフレの進行など、依然と

して厳しい状況が続いております。 

 食品スーパー業界におきましては、例年に比べて気温が高かったこともあり鍋物商材の動きが鈍く、また、生鮮部

門が相場安により売上が落ち込むなど厳しい状況となりました。 

 このような状況の中で当社グループは、平成21年11月に船津店（福岡県大牟田市）を新規開店するなど営業力の強

化に努めてまいりました。  

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は229億92百万円（前年同四半期比6.4％減）、営業収入は１億

12百万円（同0.7％減）、営業利益は７億11百万円（同1.8％減）、経常利益は７億51百万円（同1.3％増）、四半期

純利益は４億36百万円（同12.0％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は639億88百万円となり、前第１四半期連結会計期間末と比較して

11億44百万円の減少となりました。この主な要因は、現金及び預金が５億53百万円減少したこと、有形固定資産

が設備投資額よりも減価償却費、減損損失及び除売却による減少額が上回ったことで３億57百万円減少したこと

にあります。 

負債は242億19百万円となり、前第１四半期連結会計期間末と比較して19億33百万円の減少となりました。この

主な要因は、有利子負債が11億20百万円減少したことにあります。 

純資産は、四半期純利益の計上などにより前第１四半期連結会計期間末と比較して７億88百万円増加し、397億

69百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は107億59百万円となり、前連結会計年度末と比較して

73億35百万円の増加となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・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」は70億57百万円の収入となりました。この主な増加要因は、税金等調

整前四半期純利益７億48百万円、仕入債務の増加額64億88百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額

４億52百万円、法人税等の支払額３億67百万円であります。 

この結果、前第１四半期連結会計期間と比較して１億79百万円の収入増となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３億49百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産

の取得に３億19百万円の資金を投じたことにあります。 

この結果、前第１四半期連結会計期間と比較して１億27百万円の支出増となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は６億27百万円の収入となりました。この主な増加要因は、短期借入

金の純増加額10億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出２億51百万円、配当金の支払額１億

20百万円であります。 

この結果、前第１四半期連結会計期間と比較して１億68百万円の収入増となりました 

  

 平成22年９月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更は

ありません。    

  

 該当事項はありません。  

  

 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しておりま

す。  

  

 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



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12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,493,671 7,058,072

売掛金 954,917 917,213

商品 3,707,536 3,256,080

繰延税金資産 53,599 164,903

その他 682,601 573,614

貸倒引当金 △274,225 △241,910

流動資産合計 19,618,101 11,727,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,623,126 12,535,557

土地 27,642,531 27,642,200

その他（純額） 903,851 1,144,146

有形固定資産合計 41,169,509 41,321,903

無形固定資産 186,600 87,008

投資その他の資産   

投資有価証券 627,850 639,269

繰延税金資産 741,664 733,658

その他 1,645,191 1,739,728

貸倒引当金 △86 △9,186

投資その他の資産合計 3,014,619 3,103,470

固定資産合計 44,370,728 44,512,383

資産合計 63,988,829 56,240,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,112,926 5,623,990

短期借入金 5,704,400 4,704,400

未払法人税等 226,183 416,311

賞与引当金 44,821 222,426

その他 1,862,246 1,281,970

流動負債合計 19,950,578 12,249,098

固定負債   

長期借入金 2,891,400 3,142,500

退職給付引当金 1,028,657 1,015,654

役員退職慰労引当金 244,547 240,991

その他 103,876 127,676

固定負債合計 4,268,481 4,526,822

負債合計 24,219,060 16,775,921



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,920 6,599,920

利益剰余金 27,281,870 26,966,123

自己株式 △53,752 △53,306

株主資本合計 39,824,237 39,508,937

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,467 △44,501

評価・換算差額等合計 △54,467 △44,501

純資産合計 39,769,769 39,464,435

負債純資産合計 63,988,829 56,240,356



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 24,573,631 22,992,577

売上原価 19,566,255 18,226,620

売上総利益 5,007,376 4,765,957

営業収入 113,496 112,746

営業総利益 5,120,872 4,878,703

販売費及び一般管理費 4,396,283 4,167,374

営業利益 724,589 711,329

営業外収益   

受取利息 5,454 4,359

受取配当金 1,729 1,747

受取手数料 20,436 16,187

その他 10,818 28,741

営業外収益合計 38,438 51,036

営業外費用   

支払利息 19,635 10,523

その他 1,528 456

営業外費用合計 21,163 10,979

経常利益 741,863 751,385

特別利益   

固定資産売却益 7 －

特別利益合計 7 －

特別損失   

固定資産除却損 126 2,504

固定資産売却損 33,903  

特別損失合計 34,029 2,504

税金等調整前四半期純利益 707,841 748,880

法人税、住民税及び事業税 212,877 209,039

法人税等調整額 105,318 103,298

法人税等合計 318,195 312,338

四半期純利益 389,645 436,542



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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 707,841 748,880

減価償却費 361,275 345,561

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,130 23,214

賞与引当金の増減額（△は減少） △165,759 △177,605

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,596 13,003

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,306 3,556

受取利息及び受取配当金 △7,183 △6,106

支払利息 19,635 10,523

固定資産除却損 126 2,504

固定資産売却損益（△は益） 33,895 －

売上債権の増減額（△は増加） △238,765 △37,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △463,865 △452,066

仕入債務の増減額（△は減少） 6,567,370 6,488,936

その他 483,891 471,710

小計 7,349,495 7,434,408

利息及び配当金の受取額 1,928 1,946

利息の支払額 △19,464 △10,545

法人税等の支払額 △453,068 △367,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,878,890 7,057,905

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 △20,000 △120,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △241,015 △319,638

有形固定資産の売却による収入 20,705 334

無形固定資産の取得による支出 △15,544 △2,571

その他 13,956 72,066

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,897 △349,809

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） 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △420,100 △251,100

配当金の支払額 △121,242 △120,950

その他 △119 △446

財務活動によるキャッシュ・フロー 458,538 627,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,115,531 7,335,599

現金及び現金同等物の期首残高 4,499,422 3,423,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,614,954 10,759,398



 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10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 小売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。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所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。 

  

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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



 販売実績  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

６．その他の情報

事業の種類 

売上高  営業収入  合計  

金額(千円) 
前年同期比 

(％)  
金額(千円) 

前年同期比 
(％)  

金額(千円) 
前年同期比 

(％)  

菓子  2,188,424  △4.7  －  －  2,188,424  △4.7

食品  12,584,894  △3.4  －  －  12,584,894  △3.4

雑貨  915,047  △16.0  －  －  915,047  △16.0

鮮魚  2,163,878  △9.7  －  －  2,163,878  △9.7

青果  1,598,174  △11.8  －  －  1,598,174  △11.8

精肉  2,038,808  △9.6  －  －  2,038,808  △9.6

薬品  73,583  △20.5  －  －  73,583  △20.5

商品供給高  1,429,766  △10.7  －  －  1,429,766  △10.7

小売業計  22,992,577  △6.4  －  －  22,992,577  △6.4

受取家賃  －  －  94,104  △1.5  94,104  △1.5

共益費収入  －  －  18,642  3.6  18,642  3.6

不動産賃貸業計  －  －  112,746  △0.7  112,746  △0.7

合計  22,992,577  △6.4  112,746  △0.7  23,105,324  △6.4
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