
  

  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  61,850  △1.4  1,191  7.3  1,420  4.8  648  0.9

21年９月期第３四半期  62,702  －  1,110  －  1,355  －  642  －

  
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３四半期  60  06  －  －

21年９月期第３四半期  59  50  －  －

  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３四半期  34,454  17,203  49.9  1,592  32

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３四半期 17,189百万円 21年９月期 16,737百万円

  
年間配当金

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

  （％表示は、対前期増減率）

  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



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ：無 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更  ：無 

②  ①以外の変更                ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは完了しています。 

  

※  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

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連

結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 1,287株 21年９月期 1,101株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 10,795,642株 21年９月期３Ｑ 10,795,876株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府のエコポイント制度やエコカー減税、子ども手当支給な

ど経済対策の効果により、一部企業収益が改善されつつありますが、欧州諸国の財政不安による下振れ懸念やデフ

レの影響、さらには雇用情勢の悪化懸念など厳しい状況が続いております。 

スーパーマーケット業界におきましては、消費者の雇用情勢や所得不安などによる生活防衛を意識した節約志向

が続き、低価格競争が激しさを増しており、厳しい経営環境となっております。 

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並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、今期創業51周年を迎え、お客様へ感謝の気持ちをこめ、誕生祭を実施いたしました。チ

ラシ広告による特売商品の強化や母の日の感謝企画、店内での食育クイズラリー企画や福引を実施いたしました。

環境活動におきましては、電気使用量の見える化システムを各店舗に導入し、徹底した使用量削減を継続実施し

ており、今回財団法人省エネルギーセンターより、「第28回、優良省エネルギー設備顕彰、最優秀賞」を受賞いた

しました。 

出店及び閉店におきましては、平成22年６月、埼玉県川口市に川口芝店を新規出店いたしました。また、堀の内

店、早稲田店を閉鎖いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業成績は、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益

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

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産・負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累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、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３四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）連結業績予想に関する定性的情報 

  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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

61,850 1.4

1,191 7.3 1,420 4.8 648 0.9

2,709 34,454

2,257 17,251

451 17,203

1,813

44

1,377 1,499

3,789 2,131

2,456 257
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①簡便な会計処理 

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。 

  

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,813 1,769

売掛金 64 57

商品及び製品 1,921 1,802

原材料及び貯蔵品 13 14

繰延税金資産 368 472

その他 909 1,046

流動資産合計 5,091 5,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,799 6,030

機械装置及び運搬具（純額） 102 54

土地 8,849 6,308

建設仮勘定 789 1,184

その他（純額） 776 493

有形固定資産合計 17,318 14,071

無形固定資産 510 434

投資その他の資産   

投資有価証券 238 252

長期貸付金 365 389

敷金及び保証金 7,236 7,654

賃貸不動産（純額） 1,448 1,449

繰延税金資産 1,193 1,192

その他 1,052 1,138

投資その他の資産合計 11,534 12,076

固定資産合計 29,363 26,582

資産合計 34,454 31,745
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,403 4,291

短期借入金 5,378 2,000

1年内返済予定の長期借入金 335 678

未払費用 1,573 1,427

未払法人税等 65 507

ポイント引当金 564 555

賞与引当金 144 410

その他 642 495

流動負債合計 13,108 10,366

固定負債   

長期借入金 581 975

長期預り保証金 1,849 1,976

転貸損失引当金 268 243

退職給付引当金 749 699

役員退職慰労引当金 611 597

その他 82 134

固定負債合計 4,142 4,627

負債合計 17,251 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 11,674 11,209

自己株式 △1 △1

株主資本合計 17,189 16,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 12

評価・換算差額等合計 0 12

少数株主持分 13 14

純資産合計 17,203 16,751

負債純資産合計 34,454 31,745
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 62,702 61,850

売上原価 47,699 46,965

売上総利益 15,002 14,885

営業収入 927 926

営業総利益 15,929 15,811

販売費及び一般管理費 14,819 14,620

営業利益 1,110 1,191

営業外収益   

受取利息 46 42

受取配当金 4 2

受取賃貸料 50 55

受取手数料 74 32

その他 109 132

営業外収益合計 285 266

営業外費用   

支払利息 28 27

その他 11 10

営業外費用合計 40 37

経常利益 1,355 1,420

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 389 6

固定資産除却損 23 110

転貸損失引当金繰入額 79 63

その他 4 4

特別損失合計 503 185

税金等調整前四半期純利益 1,169 1,235

法人税、住民税及び事業税 519 483

過年度法人税等 20 －

法人税等調整額 △20 105

法人税等合計 519 588

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △1

四半期純利益 642 648
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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 1,169 1,235

減価償却費 736 845

減損損失 389 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 36 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △287 △265

受取利息及び受取配当金 △51 △45

支払利息 28 27

固定資産除却損 23 110

売上債権の増減額（△は増加） △29 △7

たな卸資産の増減額（△は増加） △179 △116

仕入債務の増減額（△は減少） 315 112

収用補償金 △317 －

その他 △77 345

小計 1,772 2,310

利息及び配当金の受取額 14 10

利息の支払額 △30 △28

収用補償金の受取額 317 －

法人税等の支払額 △569 △915

その他の支出 △4 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,499 1,377

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 △2,598 △4,018

差入保証金の差入による支出 △83 △24

差入保証金の回収による収入 683 431

その他 △132 △177

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,131 △3,789

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） 1,186 3,285

長期借入金の返済による支出 △744 △644

配当金の支払額 △183 △183

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 257 2,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373 44

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 1,758 1,813
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年６月30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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年６月30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。 

  

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年６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

（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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