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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

（注）平成21年９月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年９月期第２四半期の増減率は記載しておりません。 

(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 ％

23年9月期第2四半期 14,940 2.8 395 2.4 363 2.6 188 △29.1

22年9月期第2四半期 14,540 ― 386 ― 354 ― 265 ―

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

23年9月期第2四半期 47.07 ―

22年9月期第2四半期 66.38 ―

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

23年9月期第2四半期 14,382 5,002 34.8 1,251.36
22年9月期 14,346 4,872 34.0 1,218.80

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  5,002百万円 22年9月期  4,872百万円

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  
 

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

22年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 30,221 3.4 683 8.0 601 4.9 300 △24.0 75.19



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q  4,003,320株 22年9月期  4,003,320株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  5,829株 22年9月期  5,756株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q  3,997,552株 22年9月期2Q  3,997,643株
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 この度の「東日本大震災」により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、今なお不安を抱

えながら生活しております被災地域の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

 皆様の安全と、一日も早い被災地域の復興をお祈り申し上げます。  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、１月以降、新興国を中心とした海外経済の堅調に支えられ

て、輸出や生産が持ち直し、昨年秋以降の足踏み状態を抜け出す兆しが見え始めてきた中で、３月11日の東日本大

震災に伴う、地震に津波、原子力発電所の事故が重なり、未曾有の複合災害により、先行きへの不安や警戒感・不

透明感が高まり、景気低迷が長引く懸念が強まっております。 

 当社グループを取り巻くスーパーマーケット業界は、需給ギャップによるデフレ経済の継続、お客様の節約志向

の深まりと同業他社との価格競争激化により、引き続き厳しい経営環境にありました。 

 このような経済環境のもとで当社グループは、当連結会計年度の重点目標である「帯広自衛隊前店および旭川花

咲店の早期黒字化」に全社を挙げて取り組み、お客様からの高いご支持をいただき、当初の計画どおりに進捗して

おります。また、重点実施事項の一つである「販売力強化策の実行」の実践として、新商品開発の強化、買いやす

い量目・価格の徹底、計画的な試食・関連販売の徹底、各種コンテストの計画・実施、鮮度管理の徹底などに努め

てまいりました。 

 地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは72億81百万円（前年同四半期比2.6％増）、旭川ブロックは53

億57百万円（前年同四半期比5.0％増）、札幌ブロックは22億94百万円（前年同四半期比1.5％減）となりました。

 売上総利益率につきましては、仕入の強化と人材育成、特売商品・販売計画の見直しなどにより、前年同四半期

比0.3％の増加となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は149億40百万円（前年同四半期比2.8％増）、営業利

益は３億95百万円（前年同四半期比2.4％増）、経常利益は３億63百万円（前年同四半期比2.6％増）となり、増収

増益を達成いたしました。一方、四半期純利益は「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う特別損失 百万

円を計上したこと等により、１億88百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

 なお、東日本大震災の影響につきましては、一部の商品に品切れや入荷遅れが発生しておりますが、当社グルー

プ従業員への人的被害はなく、店舗等の設備においても特に被害はなく、営業活動に与える影響は現在のところ軽

微であります。 

 また、全ての店舗におきまして、被災地の復興支援を目的に募金活動を行い、当社と当社従業員はもとより、お

客様のご支援、ご協力をいただいております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比べ35百万円増加の143億82百万円

となりました。流動資産においては、主に現金及び預金の増加３億38百万円および商品及び製品の増加19百万円

に対し、その他の減少50百万円等により前連結会計年度末に比べ３億14百万円増加の22億88百万円となりまし

た。固定資産においては、建物の減少１億37百万円、有形固定資産その他の減少75百万円および敷金及び保証金

の減少74百万円等により、前連結会計年度末に比べ２億78百万円減少の120億93百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ94百万円減少の93億79百万円となりました。流動負債において

は、主に短期借入金の増加２億50百万円、未払法人税等の増加53百万円およびその他の増加86百万円等に対し、

賞与引当金の減少67百万円等により、前連結会計年度末に比べ３億65百万円増加の40億23百万円となりました。

固定負債においては、長期借入金の減少４億４百万円およびその他の減少88百万円等により、前連結会計年度末

に比べ４億59百万円減少の53億55百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億30百万円増加の50億２百万円となりました。これは主

に、利益剰余金１億28百万円の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は34.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、８億87百万円となりました。これは営業活動に

よるキャッシュ・フローが６億４百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１百万円の収入、財務活

動によるキャッシュ・フローが２億89百万円の支出となったこと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 

 平成23年９月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月10日に公表いたしました数値から修正は行ってお

りません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

60

29.1
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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 

  簡便な会計処理につきましては、重要性が乏しいため記載は省略しております。 

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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整前四半期純利益は 千円減少

しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であり、敷金及び保証金の変動額は

千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

3,358 63,700

13,146

51,761
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 988,762 650,188

売掛金 141,321 135,598

商品及び製品 844,249 824,478

原材料及び貯蔵品 2,279 1,882

その他 313,572 363,758

貸倒引当金 △1,500 △1,500

流動資産合計 2,288,686 1,974,406

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,349,019 4,486,456

土地 5,721,650 5,721,650

その他（純額） 712,457 787,961

有形固定資産合計 10,783,126 10,996,068

無形固定資産   

その他 27,057 27,057

無形固定資産合計 27,057 27,057

投資その他の資産   

敷金及び保証金 616,197 690,313

その他 666,935 658,319

投資その他の資産合計 1,283,132 1,348,632

固定資産合計 12,093,317 12,371,758

資産合計 14,382,003 14,346,165

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,813,675 1,756,079

短期借入金 280,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 817,578 832,370

未払法人税等 128,480 74,875

賞与引当金 99,126 167,017

その他 885,105 798,139

流動負債合計 4,023,965 3,658,481

固定負債   

長期借入金 3,904,383 4,308,881

退職給付引当金 459,525 437,293

役員退職慰労引当金 146,821 150,990

資産除去債務 15,084 －

その他 829,915 918,278

固定負債合計 5,355,730 5,815,442

負債合計 9,379,695 9,473,923
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 840,455 840,455

資本剰余金 767,302 767,302

利益剰余金 3,397,304 3,269,085

自己株式 △2,748 △2,702

株主資本合計 5,002,313 4,874,140

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △1,899

評価・換算差額等合計 △6 △1,899

純資産合計 5,002,307 4,872,241

負債純資産合計 14,382,003 14,346,165
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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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 14,540,623 14,940,723

売上原価 11,216,682 11,477,636

売上総利益 3,323,940 3,463,086

営業収入 211,204 244,450

営業総利益 3,535,145 3,707,537

販売費及び一般管理費 3,148,856 3,311,990

営業利益 386,288 395,546

営業外収益   

受取利息 3,835 4,735

受取配当金 4,557 2,577

その他 2,368 4,837

営業外収益合計 10,760 12,150

営業外費用   

支払利息 41,397 43,141

その他 866 596

営業外費用合計 42,263 43,738

経常利益 354,785 363,959

特別利益   

保険解約返戻金 － 13,119

受取補償金 26,773 －

特別利益合計 26,773 13,119

特別損失   

固定資産除却損 － 761

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60,341

特別損失合計 － 61,103

税金等調整前四半期純利益 381,559 315,974

法人税、住民税及び事業税 85,228 115,359

法人税等調整額 30,984 12,432

法人税等合計 116,212 127,791

少数株主損益調整前四半期純利益 － 188,182

四半期純利益 265,347 188,182
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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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 381,559 315,974

減価償却費 161,116 237,091

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,188 △67,891

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,493 22,232

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,179 △4,169

受取利息及び受取配当金 △8,392 △7,312

支払利息 41,397 43,141

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 60,341

売上債権の増減額（△は増加） △18,113 △5,722

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,683 △20,168

その他の資産の増減額（△は増加） △888 19,726

仕入債務の増減額（△は減少） 134,075 57,595

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,809 52,301

その他の負債の増減額（△は減少） △35,733 2,859

小計 535,024 706,001

利息及び配当金の受取額 4,628 2,621

利息の支払額 △41,402 △42,662

法人税等の支払額 △101,962 △61,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,287 604,006

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 △24,614 △22,204

有形固定資産の取得による支出 △205,847 △3,746

投資有価証券の取得による支出 △599 △99

建設協力金の支払による支出 △112,897 －

建設協力金の回収による収入 16,164 16,164

敷金及び保証金の差入による支出 △298 △4,458

敷金及び保証金の回収による収入 2,633 15,892

貸付金の回収による収入 － 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,458 1,738

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 445,000 －

長期借入金の返済による支出 △356,372 △419,290

短期借入金の純増減額（△は減少） 60,000 250,000

リース債務の返済による支出 △16,921 △59,861

自己株式の取得による支出 － △46

配当金の支払額 △60,169 △60,177

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,537 △289,375

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,366 316,369

現金及び現金同等物の期首残高 490,503 571,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 632,870 887,667
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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22年10月１日 至平成23年３月31日） 

当社グループ（当社および連結子会社）は、食料品主体のスーパーマーケット事業およびこれらの付帯業務の単

一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

  

 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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