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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 41,197 △0.9 859 3.1 1,025 △1.2 497 △29.0
21年9月期第2四半期 41,560 ― 834 ― 1,037 ― 700 ―

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2四半期 46.12 ―
21年9月期第2四半期 64.92 ―

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2四半期 34,401 17,157 49.8 1,588.07
21年9月期 31,745 16,751 52.7 1,550.38

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  17,144百万円 21年9月期  16,737百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
22年9月期 ― 8.50
22年9月期 

（予想）
― 8.50 17.00

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 85,000 2.1 1,470 △1.9 1,800 △2.4 900 9.1 83.36
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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 
本資料に掲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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については，
４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9月期第2四半期 10,796,793株 21年9月期  10,796,793株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  1,131株 21年9月期  1,101株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 10,795,682株 21年9月期第2四半期 10,795,920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、アジア市場における需要拡大を背景に鉱工業生産が増加する

など、国内企業の業績も緩やかな回復傾向が見られましたが、急激な円高、依然として続く厳しい雇用・所得環境

から個人消費は低迷し、景気の先行き不透明感が増し、景気回復の実感を得るにはしばらく時間を要するものと予

想されます。 

スーパーマーケット業界におきましては、このような厳しい経済情勢を受けた消費者の生活防衛を意識した節約

志向が一層強まり,デフレ色が鮮明になる市場環境下で、低価格化の販売競争が激しさを増しており、さらに天候

不順の影響を受けた青果物の高騰など収益環境は大変厳しいものとなりました。 

このような情勢の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、これまで以上にお客様の立場に立った商品政策

や売場展開、お客様に信頼される接客ならびに店舗作りを進めてまいりました。 

営業面におきましては、営業政策の柱として、地域で一番にお客様のご支持をいただける店、いわゆる「地域一

番店」作りを目指し、お客様にとってご満足いただける品揃えと、よりリーズナブルな価格での商品展開、エブリ

デーロープライスを実現し、既存店活性化を図るモデル店として平成22年２月に小敷谷店（埼玉県上尾市）の改装

を実施いたしました。 

お客様のご来店や購買頻度の促進及び競合各社の低価格強化への対応として、前期に継続して高頻度品である青

果の市場当日仕入を推進いたしました。青果ＰＩ値3,000（お客様1,000人当りの買上点数）を目標数値として市場

当日仕入の構成を上げ、お客様のご来店動機の柱として価格訴求を行いました。 

また、減損会計について、経営の健全性の確保を図るために実施いたしました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業成績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利

益 百万円(同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％減）、当期純利益 百万円（同 ％減）となりまし

た。 

  

(１）資産・負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりま 

した。これは主に、土地の取得によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加

によるものであります。 

 純資産は、前連結会計期間末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計

上によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百万円（前連結会

計年度末比 百万円の増加）となりました。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） 

 営業活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の収入）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益と減価償却費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 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。これは主に土

地ならびに新規店舗の出店等に伴う固定資産の取得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） 

 財務活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の収入）となりました。これは主に、短

期借入金の増加によるものであります。 

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

  

（４）研究開発活動  

 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

41,197 0.9

859 3.1 1,025 1.2 497 29.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,655 34,401

2,250 17,244

405 17,157

2,143

374

957 1,382

2,943 1,803

2,360 105
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 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「平成21年９月期 決算短信」に記載の業績

予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係わる減価償却費の額を期間按分して算定する方法

 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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 2,143 1,769

売掛金 47 57

商品及び製品 1,762 1,802

原材料及び貯蔵品 13 14

繰延税金資産 473 472

その他 1,159 1,046

流動資産合計 5,600 5,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,576 6,030

機械装置及び運搬具（純額） 95 54

土地 7,862 6,308

建設仮勘定 1,275 1,184

その他（純額） 813 493

有形固定資産合計 16,624 14,071

無形固定資産 535 434

投資その他の資産   

投資有価証券 254 252

長期貸付金（純額） 373 389

敷金及び保証金 7,356 7,654

賃貸不動産（純額） 1,448 1,449

繰延税金資産 1,155 1,192

その他 1,052 1,138

投資その他の資産合計 11,641 12,076

固定資産合計 28,801 26,582

資産合計 34,401 31,745
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,383 4,291

短期借入金 4,784 2,000

1年内返済予定の長期借入金 585 678

未払費用 1,311 1,427

未払法人税等 396 507

ポイント引当金 560 555

賞与引当金 409 410

その他 554 495

流動負債合計 12,984 10,366

固定負債   

長期借入金 736 975

長期預り保証金 1,881 1,976

転貸損失引当金 222 243

退職給付引当金 731 699

役員退職慰労引当金 596 597

その他 91 134

固定負債合計 4,259 4,627

負債合計 17,244 14,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,660 2,660

資本剰余金 2,856 2,856

利益剰余金 11,615 11,209

自己株式 △1 △1

株主資本合計 17,130 16,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 12

評価・換算差額等合計 13 12

少数株主持分 13 14

純資産合計 17,157 16,751

負債純資産合計 34,401 31,745
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 41,560 41,197

売上原価 31,454 31,173

売上総利益 10,105 10,023

営業収入 594 613

営業総利益 10,699 10,636

販売費及び一般管理費 9,865 9,776

営業利益 834 859

営業外収益   

受取利息 32 28

受取配当金 2 0

受取賃貸料 52 37

受取手数料 57 25

その他 86 97

営業外収益合計 230 189

営業外費用   

支払利息 19 17

その他 7 6

営業外費用合計 27 24

経常利益 1,037 1,025

特別利益   

収用補償金 317 －

特別利益合計 317 －

特別損失   

固定資産売却損 6 －

減損損失 78 6

固定資産除却損 17 91

転貸損失引当金繰入額 31 －

その他 10 8

特別損失合計 143 106

税金等調整前四半期純利益 1,210 919

法人税、住民税及び事業税 494 387

法人税等調整額 9 35

法人税等合計 504 422

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △1

四半期純利益 700 497
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 1,210 919

減価償却費 473 549

減損損失 78 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △1

受取利息及び受取配当金 △34 △29

支払利息 19 17

固定資産除却損 17 91

収用補償金 △317 －

売上債権の増減額（△は増加） 2 9

たな卸資産の増減額（△は増加） △96 41

仕入債務の増減額（△は減少） 298 91

その他 △334 △285

小計 1,313 1,442

利息及び配当金の受取額 10 5

利息の支払額 △18 △16

収用補償金の受取額 317 －

法人税等の支払額 △235 △474

その他の支出 △4 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,382 957

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,999 △3,054

差入保証金の差入による支出 △31 △9

差入保証金の回収による収入 293 283

その他 △65 △164

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,803 △2,943

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） 536 2,691

長期借入金の返済による支出 △339 △239

配当金の支払額 △91 △91

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 105 2,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315 374

現金及び現金同等物の期首残高 2,132 1,769

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,816 2,143
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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10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

 スーパーマーケット事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２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３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（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３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
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