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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期 82,483 △0.9 1,526 1.9 1,856 0.7 713 △13.5
21年9月期 83,230 2.4 1,497 23.8 1,844 5.2 824 4.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年9月期 66.06 ― 4.2 5.6 1.9
21年9月期 76.39 ― 5.0 5.9 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年9月期  ―百万円 21年9月期  ―百万円

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 34,356 17,253 50.2 1,597.35
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  17,244百万円 21年9月期  16,737百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年9月期 1,856 △3,935 2,287 1,978
21年9月期 2,113 △2,574 97 1,769

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年9月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 183 22.3 1.1
22年9月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 183 25.7 1.1
23年9月期 

（予想）
― 8.50 ― 8.50 17.00 39.5

3.  23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23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）

 

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

42,500 3.2 840 △2.3 1,000 △2.5 30 △94.0 2.78

通期 85,200 3.3 1,520 △0.4 1,870 0.7 465 △34.8 43.07

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は，16ページおよび18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については，22ページ「１株当たり情報」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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期 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  1,297株 21年9月期  1,101株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年9月期の個別業績（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期 73,971 △1.1 1,320 △1.4 1,690 0.1 468 △37.2
21年9月期 74,768 3.2 1,339 18.9 1,689 8.0 746 11.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年9月期 43.44 ―
21年9月期 69.18 ―

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 32,874 16,588 50.5 1,536.60
21年9月期 30,213 16,325 54.0 1,512.25

（参考） 自己資本 22年9月期  16,588百万円 21年9月期  16,325百万円

2.  23年9月期の個別業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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仮定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，３ページ「１．経営成績」をご覧ください。 

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 
累計期間

38,000 2.9 750 △4.1 900 △5.8 0 △100.0 0.00

通期 76,500 3.4 1,350 2.2 1,700 0.5 400 △14.7 37.05

－ 2 －



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策実施や海外市場の需要拡大などを背景に企業収益の緩や

かな改善傾向が見られましたが、急激な円高やデフレ不安、依然として続く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、また競合各社の積極的な出店、低価格競争など、厳しい経営環境となっております。 

このような環境の中、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

や売り場展開、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、良質商品の低価格販売と、下支えするローコストオペレーションの実現を図ってまいりまし

た。より良い商品をより安く販売するため、生鮮部門を中心に週間単位の重点販売商品を展開し、お客様にお買い

求め易い商品展開を行ない、また、㈱マミーマートのプライベートブランドである「ｍａｍｉ+」（マミープラ

ス）商品の開発を積極的に進め、品質と価格での訴求を行ってまいりました。また、ローコストオペレーションを

実現するため、精肉部門のアウトパック商品比率ＵＰ、納品形態の変更による陳列作業の簡素化、ジョブフリーに

よる店舗作業効率の改善を図ってまいりました。 

店舗展開におきましては、㈱マミーマートにおきまして、平成21年11月千葉県柏市に光ヶ丘店、平成22年6月埼

玉県川口市に川口芝店、マミーサービス㈱におきまして、平成21年12月埼玉県川越市に温浴事業としては2店舗目

となる「小さな旅川越温泉」を新規出店いたしました。既存店の活性化では、6店舗を改装いたしました。また、

経営効率化の観点から堀の内店・早稲田店を閉鎖し、総店舗数は当連結会計年度末で67店舗となりました。 

環境活動におきましては、地球温暖化防止のためのＣＯ２削減への取り組みとして、レジ袋のリユース（再利

用）運動、リサイクル資源の店頭回収を行ってまいりました。また、電気使用量の「見える化」システムを導入

し、徹底した使用量削減を継続実施しております。 

経営の健全性確保を図るため、賃貸不動産の転貸差損の発生に伴う転貸損失引当金の計上や店舗営業損益の不振

等に伴う減損損失の計上を実施いたしました。 

この結果、当連結会計期間の営業成績は、売上高 百万円（前期比 ％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 ％減）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、一部企業収益の改善は見られるものの、雇用や個人所得の環境回復の足取りは鈍

く、個人消費も引き続き低調に推移するものと見られます。スーパーマーケット業界におきましては、より一層の

寡占化と競合の激化、価格競争の進展が予想され、生き残りを目指す大変厳しい経営環境が続くと予想されます。

このような環境の中、当社グループは、競争に打ち勝ち、お客様のニーズに適格にお応えするため良質商品の低

価格・ローコストオペレーションを推進実行いたします。平成23年度は営業スローガンとして「ディスティネーシ

ョンストアの構築」を掲げております。お客様にご来店いただける目的を商品・価格・品揃え・接客サービスの各

分野で構築し、「地域一番店」を作り上げようというものです。生鮮部門の強化を柱とし、高頻度商品の価格訴求

とディスティネーション（目的）商品の開発を実施していくため、新商品の開発や仕入れルートの開拓・変更、単

品集中販売によるさらなる販売価格の低減を行い、販売力・集客力の増強を図ります。また、労働生産性の向上の

ために、固定作業のシステム化や、作業割当・作業手順の見直しによる効率改善を行います。 

新規出店としまして、㈱マミーマートにおいて、平成22年11月埼玉県さいたま市に「西堀店」を、平成23年３月

東京都昭島市、平成23年6月埼玉県蓮田市を計画しております。また、既存店につきましては、引き続き計画的な

改装を実施し、営業力の強化、店舗の活性化を図ります。 

当社グループの次期業績見通しは、次の通りであります。 

売上高    百万円（前年比   ％増） 

営業利益   百万円（ 同    ％減） 

経常利益   百万円（ 同    ％増）    

当期純利益   百万円（ 同   ％減） 

  

  

１．経営成績

82,483 0.9 1,526

1.9 1,856 0.7 713 13.5

85,200 3.3

1,520 0.4

1,870 0.7

465 34.8
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円（前

期比 ％増）となりました。これは主に、新規出店予定地の取得により土地が 百万円増加したことによるも

のであります。 

当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円（同

％増）となりました。これは主に、長期借入金が 百万円増加したことによるものであります。 

当連結会計年度末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円（同

％増）となりました。これは主に、当期純利益を計上したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 百万

円増加し 百万円となりました。当連結会計年度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

通りであります。 

（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（前期は 百万円の獲得）となりました。これは主に税金等

調整前当期純利益と減価償却費の計上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） 

投資活動により使用した資金は、 百万円（前期は 百万円の使用）となりました。これは主に設備投

資支出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（前期は 百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入

金の増加によるものであります。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

（注５）平成19年９月末日が金融機関の休日であったため、仕入債務の支払等が翌期に持ち越されております。

これにより平成20年９月期営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは表示しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位に対する利益還元及び安定的な配当の維持を経営の最重要政策として位置付けております。あ

わせて、小売業界における競争の激化に対応した積極的な新規出店と魅力ある売場づくりを維持・強化するための

改装等の設備投資や教育・情報化投資等業務拡大と事業基盤の強化を図るために内部留保の充実等も勘案して決定

をしていくこととしております。 

当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。当期につきま

しては、中間配当を１株当たり 円実施しており、期末配当は１株当たり 円、年間配当金は合計で１株当たり

円となる予定であります。 

2,610 34,356

8.2 2,541

2,109 17,103

14.1 1,491

501 17,253

3.0

209

1,978

1,856 2,113

3,935 2,574

2,287 97

  平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 

自己資本比率（％）  52.4  52.7  50.2

時価ベースの自己資本比率（％）  43.6  41.2  37.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  1.7  3.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  61.1  56.9

8.5 8.5

17
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(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状態及び株価等に影響をおよぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあ

ります。また、必ずしも事業上のリスク要因と考えていない事項についても、投資家の判断上重要であると考えら

れる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社グループ

は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

① 経済状況について（景気動向、金利変動） 

当社グループが営む小売事業及びテナント収入は景気や個人消費の動向、異常気象等による生鮮相場の大幅な変

動等の影響を受けます。 

また、当社グループの設備投資資金は主に固定金利による借入金によって調達をしており、金利変動による影響

は比較的少ないと考えられます。しかしながら、急激に金利が上昇した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

② 業界動向及び出店競合について 

現下のスーパーマーケット業界は、オーバーストア状態にあり、その上各社が積極的な新規出店を行う状況が続

いております。その中で当社グループは常に競合他社との差別化を図るべく努力をしておりますが、このような競

争の激化は、当社グループの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 食品衛生及び商品の安全性について 

当社グループは、生鮮食料品をはじめ加工食品・ドライ・日配食品まで幅広く商品を扱っており、所轄の保健所

を通じて「食品衛生法」に基づく営業許可を取得しております。食品の安全性には平素から細心の注意を払い、食

中毒の未然防止、トレーサビリティ（生産履歴の明示）、衛生管理等の徹底、商品の検査の実施等お客様に安心し

てお買い物を楽しんでいただけるよう努めております。しかしながら、万一食中毒等の発生でお客様にご迷惑をお

かけする事態が発生し、あるいは、インフルエンザの発生等不可抗力な要因で衛生問題が発生した場合、当社グル

ープの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 品質表示等に関わる法的規制について 

食肉に関する偽装事件等、商品、とりわけ食品の品質や安全性に関する問題が多発しています。当社グループ

は、「JAS法」「計量法」「景品表示法」等の法令遵守の徹底を図っておりますが、商品の品質や計量等の問題が

発生した場合、当社グループの売上高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 雇用環境と人材の確保・育成について 

今後の差別化戦略の上でも優秀な人材の確保は最重要課題であります。当社は外部研修制度の活用、社内研修制

度の整備、自己啓発への報奨制度等の施策をもって人材の育成、モチベーションの向上に力を注いでおります。し

かし、即戦力を求める他社への人材流出のリスクは増大しております。また、人材確保に関わる諸費用、人件費の

上昇等経費の増加要因となります。また、正社員のみならず多数のパートタイマーを雇用する中、社会保険加入義

務化の法改正が施行された場合など、当社グループが負担する保険料の増加や人件費などの増加要因が、影響を及

ぼす可能性があります。 

⑥ 新規出店について 

当社グループは、新規の出店について一定規模の店舗でドミナント化を意図した戦略的な出店を進める方針です

が、大規模小売店立地法及び所謂まちづくり３法の施行に伴い、郊外の大規模開発に制限を受けます。このためド

ミナント形成に時間を要したり、各社の競合から投資コストが増加する傾向も見られ、当社グループの財務内容に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 個人情報の保護について 

当社は、マミークラブポイントカード会員様の個人情報を所有しております。個人情報の管理については、情報

管理責任者を選任し、情報セキュリティに関する規程の整備や従業員教育により、法令遵守の徹底を図っておりま

すが、万一、個人情報の流出が発生した場合には、損害賠償に加え、社会的信用が失われ、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 自然災害による影響について 

当社グループの本社、物流センター、店舗所在地において、大規模な地震、台風等の災害或いは予期せぬ事故等

が発生した場合、当該施設及び流通網に倒壊等物理的な損害が生じて、営業活動が阻害され、当社グループの売上

高及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 最近の有価証券報告書（平成21年12月18日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、食料品を中心とする生活に密着した商品を販売し、お客様の食卓をより楽しく便利にすることを

コンセプトとして「高い鮮度」「低価格の推進」「豊かな品揃え」「心温まる接客」をモットーに、地域のお客様に

より支持され、信頼される店づくりを進め、スーパーマーケットとしての社会的役割を経営の基本としております。

  

(2）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標 

 当社グループは、経営方針を実現し企業価値の増大に向けて、以下の項目を重点に推進しております。 

① 食品スーパーの基本であり、競合他社との差別化を図るために「生鮮部門」を強化し、お客様により良い商品を

より安く提供できるよう、新規商品開発や商品供給ルートの変更までを含めたマーチャンダイジング・システムを

構築します。 

② 生鮮部門で他社を凌駕する商品力、販売力を担う人材づくりのため、プロセス管理と成果に基づく適正な人事考

課制度と一層の人材育成システムの構築を進めてまいります。 

③ 経営体質を強化するために、店舗における作業効率の改善を中心とした企業全体のローコストオペレーションシ

ステムの構築を進めてまいります。 

④ お客様の利便性及び信頼性向上のため、標準化したフォーマットによる新規出店を実施し、一層のドミナント化

により競争力を高めるとともに既存店舗の積極的な改装を進めてまいります。 

⑤ 当社グループは安定的な利益確保を重点に考えており、売上高経常利益率 ％を目標とするほか、ＲＯＡやＲ

ＯＥについても現在の水準からさらなる向上を図ってまいります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く経営環境は、環境関連企業や中国市場向けの輸出産業などで一部回復の兆しがみられるも

のの、全般的に企業収益は厳しい状況が続いており、流通・小売業界では、競合の激化、さらなる低価格競争など厳

しい状況が続くものと考えられます。 

こうした状況の中で、当社は独立系企業として持続的な収益体質を確立するため対処すべき課題は以下の通りであ

ります。 

① 販売生産性の向上・・・１店舗当たり、従業員一人当たり売上高の向上 

② 社員、パート従業員を含めた人材の育成、ＯＪＴを推進・強化する組織的な教育システムの構築 

③ 販売分類別の商品構成・品揃え戦略の再構築・・・新規商品開発、商品供給ルートの変更、プライスライン・プ

ライスポイントの明確化 

④ 店舗オペレーションの標準化・作業改善による労働生産性の改善・・・固定作業のシステム化・装備の拡充、商

品のアウトパック比率ＵＰ、標準作業の徹底による無駄・無理・ムラの排除 

⑤ 店舗の拡充、販売推進に伴う新たな加工センターの建設、物流システムの再構築 

また、スーパーマーケット事業の支援として事業を展開する子会社の課題は以下の通りであります。 

彩裕フーズ㈱・・・・新規商品（主に惣菜類）の開発と、「安全」「安心」な商品を安定して供給できる体制を確立

していきます。また、グループ外への販路拡大にも努めてまいります。 

マミーサービス㈱・・お客様がいつもきれいなお店と感じていただけるクリンリネスサービスを提供するとともに、

天然温泉による温浴事業を含め、業容の拡大に努めてまいります。 

㈱ギガ物産・・・・・ローコストオペレーションによる、価格優位性を打ち出した食品スーパーを展開してまいりま

す。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

4.0
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,769 1,978

売掛金 57 64

商品 1,802 1,814

貯蔵品 14 12

繰延税金資産 472 495

その他 1,046 982

流動資産合計 5,163 5,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,297 14,488

減価償却累計額 △7,266 △7,917

建物及び構築物（純額） 6,030 6,570

機械装置及び運搬具 151 234

減価償却累計額 △96 △115

機械装置及び運搬具（純額） 54 119

土地 6,308 8,849

建設仮勘定 1,184 842

その他 2,154 2,772

減価償却累計額 △1,661 △2,016

その他（純額） 493 755

有形固定資産合計 14,071 17,138

無形固定資産 434 507

投資その他の資産   

投資有価証券 252 228

長期貸付金 389 368

差入保証金 7,654 7,168

賃貸不動産 1,630 1,563

減価償却累計額 △180 △115

賃貸不動産（純額） 1,449 1,447

繰延税金資産 1,192 1,165

その他 1,138 1,062

貸倒引当金 － △78

投資その他の資産合計 12,076 11,362

固定資産合計 26,582 29,008

資産合計 31,745 34,356
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,291 4,252

短期借入金 2,000 2,750

1年内返済予定の長期借入金 678 908

未払費用 1,427 1,361

未払法人税等 507 392

ポイント引当金 555 576

賞与引当金 410 398

その他 495 534

流動負債合計 10,366 11,173

固定負債   

長期借入金 975 2,467

長期預り保証金 1,976 1,801

転貸損失引当金 243 249

退職給付引当金 699 748

役員退職慰労引当金 597 624

その他 134 38

固定負債合計 4,627 5,929

負債合計 14,993 17,103

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 11,209 11,739

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,724 17,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 △9

評価・換算差額等合計 12 △9

少数株主持分 14 8

純資産合計 16,751 17,253

負債純資産合計 31,745 34,356
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 83,230 82,483

売上原価 63,251 62,642

売上総利益 19,978 19,840

営業収入 1,230 1,235

営業総利益 21,209 21,076

販売費及び一般管理費   

役員報酬 261 254

給料及び賞与 7,855 7,834

賞与引当金繰入額 389 379

退職給付費用 88 81

役員退職慰労引当金繰入額 60 57

ポイント引当金繰入額 331 357

賃借料 4,254 4,121

その他 6,469 6,463

販売費及び一般管理費合計 19,711 19,550

営業利益 1,497 1,526

営業外収益   

受取利息 62 56

受取配当金 4 4

受取賃貸料 64 80

受取手数料 111 115

違約金収入 27 18

その他 128 106

営業外収益合計 398 382

営業外費用   

支払利息 36 34

支払手数料 6 6

その他 9 10

営業外費用合計 52 52

経常利益 1,844 1,856

特別利益   

固定資産売却益 1 －

収用補償金 310 －

特別利益合計 312 －
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別損失   

減損損失 391 69

固定資産除却損 17 120

投資有価証券評価損 76 －

転貸損失引当金繰入額 48 63

貸倒引当金繰入額 － 78

その他 29 14

特別損失合計 564 345

税金等調整前当期純利益 1,591 1,511

法人税、住民税及び事業税 784 783

過年度法人税等 18 14

法人税等調整額 △39 5

法人税等合計 763 803

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △5

当期純利益 824 713
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,660 2,660

当期末残高 2,660 2,660

資本剰余金   

前期末残高 2,856 2,856

当期末残高 2,856 2,856

利益剰余金   

前期末残高 10,568 11,209

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 824 713

当期変動額合計 641 529

当期末残高 11,209 11,739

自己株式   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 16,083 16,724

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 824 713

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 640 529

当期末残高 16,724 17,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1 12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △22

当期変動額合計 11 △22

当期末残高 12 △9
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

少数株主持分   

前期末残高 10 14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △5

当期変動額合計 3 △5

当期末残高 14 8

純資産合計   

前期末残高 16,095 16,751

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 824 713

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 △28

当期変動額合計 656 501

当期末残高 16,751 17,253
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,591 1,511

減価償却費 980 1,178

減損損失 391 69

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50 49

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 51 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 78

受取利息及び受取配当金 △67 △61

支払利息 36 34

固定資産売却損益（△は益） 4 －

固定資産除却損 17 120

収用補償金 △317 －

売上債権の増減額（△は増加） △10 △7

たな卸資産の増減額（△は増加） △149 △9

仕入債務の増減額（△は減少） 141 △39

未払費用の増減額（△は減少） 97 △65

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △203 △178

長期前払費用の増減額（△は増加） 34 97

その他 △199 △2

小計 2,427 2,789

利息及び配当金の受取額 18 14

利息の支払額 △34 △32

収用補償金の受取額 317 －

法人税等の支払額 △610 △915

その他の支出 △4 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,113 1,856

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 △3,102 △4,218

有形固定資産の売却による収入 33 －

無形固定資産の取得による支出 △137 △186

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付けによる支出 △1 △12

貸付金の回収による収入 34 32

差入保証金の差入による支出 △194 △85

差入保証金の回収による収入 806 566

保険積立金の積立による支出 △11 △8

保険積立金の解約による収入 3 70

その他 △4 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,574 △3,935
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） 1,060 749

長期借入れによる収入 － 2,400

長期借入金の返済による支出 △778 △678

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 97 2,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △363 209

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期末残高 1,769 1,978
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 (1)連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

    彩裕フーズ㈱ 

    マミーサービス㈱ 

   ㈱ギガ物産 

   ㈱産直開発 

 (1)連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

    彩裕フーズ㈱ 

    マミーサービス㈱ 

   ㈱ギガ物産 

   ㈱産直開発 

   (2)非連結子会社の名称 

   マミーフーズ㈱ 

（連結の範囲から除いた理由）     

 非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

  

 (2)非連結子会社の名称 

   マミーフーズ㈱ 

（連結の範囲から除いた理由）     

同左 

  

２．持分法の適用に関する

事項 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会

社の数 

該当事項はありません。 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会

社の数 

該当事項はありません。 

   (2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称 

マミーフーズ㈱ 

 (2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の名称 

マミーフーズ㈱ 

  （持分法を適用していない理由） 

 持分法非適用会社は、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性が無いた

め、持分法の適用から除外しておりま

す。 

（持分法を適用していない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

イ 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額金は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

イ 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

  ロ たな卸資産 

(イ）商品 

(生鮮食品） 

最終仕入原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

(生鮮食品除く） 

売価還元法による原価法（貸

借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

ロ たな卸資産 

(イ）商品 

(生鮮食品） 

最終仕入原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

(生鮮食品除く店舗の商品） 

売価還元法による原価法（貸

借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

(生鮮食品除く物流センターの商

品） 

移動平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げ

の方法） 

  (ロ）貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照

表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの

方法） 

(会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸

資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を

適用しております。これによ

る営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。 

(ロ）貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照

表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの

方法） 

(会計方針の変更） 

当連結会計年度より、システ

ムの変更に伴い、生鮮食品を

除く物流センターの商品につ

いて、売価還元法による原価

法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）から移動平均

法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

に変更いたしました。これに

よる営業利益、経常利益、及

び税金等調整前当期純利益に

与える影響は軽微でありま

す。 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物及び構築物 10～34年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ３～８年

建物及び構築物 ３～34年

機械装置及び運搬具 ６～10年

その他 ３～８年
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

なお、リース取引開始日が平成20年

９月30日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

ハ リース資産 

同左 

  ニ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

ニ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

 なお、貸倒実績はなく、また、貸倒懸

念債権等もないことから、当連結会計年

度は計上しておりません。  

イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

  ロ ポイント引当金  

販売促進を目的とするポイントカード

制度により付与したポイントの使用に備

えるため、未使用のポイント残高に対し

て、過去の使用実績率に基づき将来使用

されると見込まれる金額を計上しており

ます。 

ロ ポイント引当金  

同左 

  ハ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。 

ハ 賞与引当金 

同左 

  ニ 転貸損失引当金 

 店舗転貸契約の残存期間に発生する損

失に備えるため、支払義務のある賃料等

総額から転貸による見込賃料収入総額を

控除した金額を計上しております。 

ニ 転貸損失引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

   ホ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（９年）による定額法により、翌連結

会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

 ホ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（９年）による定額法により、翌連結

会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。なお、数理計

算上の差異を翌連結会計年度から償却す

るため、これによる当連結会計年度の損

益に与える影響はありません。また、本

会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額の未処理残高は59百万円であ

ります。 

  

  へ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

へ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式を採用し

ております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な現金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降

開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、当連結会計年度から

これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開

始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借

処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。  

────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品」「貯蔵品」は、それぞれ 百万

円、 百万円であります。 

1,657

10

          ────── 

  

２．前連結会計年度において、「賃貸資産（建物等）」

「賃貸資産（土地）」として区分掲記されていたもの

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「賃

貸不動産」と掲記しております。 

  

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において、「報酬給与賞与」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「役員報酬」「給料及び賞与」「退職給付

費用」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

に含まれる「役員報酬」「給料及び賞与」「退職給付費

用」は、それぞれ 百万円、 百万円、 百万円で

あります。 

２．前連結会計年度において、「テナント契約解約違約金

収入」「株式事務代行手数料」として掲記されていたも

のは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸

表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度よりそ

れぞれ「違約金収入」「支払手数料」と掲記しておりま

す。 

227 7,875 81

          ────── 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの 

「預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）」は、前

連結会計年度で「テナント保証金の減少額」として掲記

されておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より表示方法を変更したものになります。 

２．投資活動によるキャッシュ・フローの 

「貸付金の回収による収入」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸付金の回収による収入」は 百万円であります。 84

          ────── 
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（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

前連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日）及び当連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22

年９月30日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

前連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日）及び当連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22

年９月30日） 

当社グループはストック・オプション等を全く利用していないため該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

注記事項

連結貸借対照表関係

連結損益計算書関係

連結株主資本等変動計算書関係

連結キャッシュ・フロー計算書関係

リース取引関係

金融商品関係

有価証券関係

デリバティブ取引関係

退職給付関係

ストック・オプション等関係

企業結合等

税効果会計関係

賃貸等不動産関係
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前連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日）及び当連結会計年度（自平成21年10月１日至平成22

年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるスーパーマーケット事

業の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

前連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日）及び当連結会計年度（自平成21年10月１日至平成22

年９月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、その記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成20年10月１日 至平成21年９月30日）及び当連結会計年度（自平成21年10月１日至平成22

年９月30日） 

海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。 

（開示の省略） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

関連当事者情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,550 38

１株当たり当期純利益 円 銭76 39

１株当たり純資産額 円 銭1,597 35

１株当たり当期純利益 円06銭66

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
前連結会計年度 

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当期純利益（百万円）  824  713

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  824  713

期中平均株式数（株）  10,795,834  10,795,608

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,150 1,186

売掛金 39 50

商品 1,441 1,485

貯蔵品 6 3

前渡金 0 0

前払費用 316 368

関係会社短期貸付金 － 42

未収入金 611 534

繰延税金資産 431 459

その他 46 64

流動資産合計 4,044 4,196

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,532 11,141

減価償却累計額 △5,516 △5,932

建物（純額） 5,015 5,209

構築物 1,328 1,416

減価償却累計額 △878 △996

構築物（純額） 449 420

機械及び装置 34 31

減価償却累計額 △33 △30

機械及び装置（純額） 1 1

車両運搬具 5 13

減価償却累計額 △4 △4

車両運搬具（純額） 0 9

工具、器具及び備品 1,963 2,512

減価償却累計額 △1,516 △1,832

工具、器具及び備品（純額） 447 680

土地 6,185 8,727

建設仮勘定 937 842

有形固定資産合計 13,038 15,890

無形固定資産   

借地権 43 43

ソフトウエア 88 325

電話加入権 11 11

ソフトウエア仮勘定 201 21

無形固定資産合計 345 401
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 252 228

関係会社株式 359 130

出資金 0 0

長期貸付金 385 365

従業員に対する長期貸付金 3 2

関係会社長期貸付金 525 1,112

長期前払費用 630 532

差入保証金 7,335 6,848

保険積立金 209 147

店舗賃借仮勘定 292 375

賃貸不動産 2,451 2,389

減価償却累計額 △788 △734

賃貸不動産（純額） 1,662 1,655

繰延税金資産 1,171 1,154

投資損失引当金 △42 －

貸倒引当金 － △166

投資その他の資産合計 12,785 12,386

固定資産合計 26,169 28,677

資産合計 30,213 32,874

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,028 4,142

短期借入金 2,200 2,850

1年内返済予定の長期借入金 385 815

未払金 59 95

未払費用 1,221 1,147

未払法人税等 488 327

未払消費税等 97 94

前受金 100 105

預り金 92 85

ポイント引当金 555 576

賞与引当金 319 312

その他 76 67

流動負債合計 9,625 10,621
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 754 2,338

長期預り保証金 1,992 1,820

転貸損失引当金 243 249

退職給付引当金 663 702

役員退職慰労引当金 515 530

その他 94 23

固定負債合計 4,262 5,664

負債合計 13,888 16,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,660 2,660

資本剰余金   

資本準備金 2,856 2,856

資本剰余金合計 2,856 2,856

利益剰余金   

利益準備金 220 220

その他利益剰余金   

任意積立金 9,161 9,161

繰越利益剰余金 1,415 1,700

利益剰余金合計 10,797 11,083

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,312 16,598

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 △9

評価・換算差額等合計 12 △9

純資産合計 16,325 16,588

負債純資産合計 30,213 32,874
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 74,768 73,971

売上原価   

商品期首たな卸高 1,382 1,441

当期商品仕入高 57,799 57,349

合計 59,181 58,790

商品期末たな卸高 1,441 1,485

商品売上原価 57,740 57,305

売上総利益 17,027 16,666

営業収入 1,114 1,141

営業総利益 18,141 17,807

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 938 902

消耗品費 383 354

車両費 63 65

役員報酬 175 172

給料及び賞与 6,173 6,094

賞与引当金繰入額 319 312

退職給付費用 70 71

役員退職慰労引当金繰入額 44 44

福利厚生費 633 642

賃借料 3,732 3,620

減価償却費 861 980

水道光熱費 1,133 997

ポイント引当金繰入額 331 357

その他 1,938 1,870

販売費及び一般管理費合計 16,802 16,487

営業利益 1,339 1,320

営業外収益   

受取利息 69 81

受取配当金 4 4

受取賃貸料 92 99

受取手数料 120 115

違約金収入 24 15

その他 79 100

営業外収益合計 391 416

営業外費用   

支払利息 25 29

支払手数料 6 6

その他 8 10

営業外費用合計 40 46

経常利益 1,689 1,690
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 1 －

収用補償金 228 －

特別利益合計 230 －

特別損失   

減損損失 331 6

固定資産除却損 17 120

投資有価証券評価損 76 －

子会社株式評価損 － 186

転貸損失引当金繰入額 48 63

貸倒引当金繰入額 － 166

その他 10 8

特別損失合計 484 550

税引前当期純利益 1,434 1,140

法人税、住民税及び事業税 715 679

過年度法人税等 11 0

法人税等調整額 △39 △8

法人税等合計 688 671

当期純利益 746 468
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,660 2,660

当期末残高 2,660 2,660

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,856 2,856

当期末残高 2,856 2,856

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 220 220

当期末残高 220 220

その他利益剰余金   

任意積立金   

前期末残高 9,161 9,161

当期末残高 9,161 9,161

繰越利益剰余金   

前期末残高 851 1,415

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 746 468

当期変動額合計 563 285

当期末残高 1,415 1,700

利益剰余金合計   

前期末残高 10,234 10,797

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 746 468

当期変動額合計 563 285

当期末残高 10,797 11,083

自己株式   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

前期末残高 15,749 16,312

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 746 468

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 562 285

当期末残高 16,312 16,598
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1 12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △22

当期変動額合計 11 △22

当期末残高 12 △9

純資産合計   

前期末残高 15,751 16,325

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 746 468

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △22

当期変動額合計 574 262

当期末残高 16,325 16,588
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 該当事項はありません。 

  

 役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 東谷月雄（現 統括経営監査部長）  

・退任予定取締役 

取締役 一小路泰夫 

   

③ 就任予定日 

平成22年12月17日 

  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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