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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8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）

営業収益 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 ％

24年5月期第1四半期 8,387 2.6 △6 ― △6 ― △16 ―
23年5月期第1四半期 8,176 △2.8 2 ― 0 ― △79 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △7百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 △77百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 △1.24 ―
23年5月期第1四半期 △5.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 18,535 3,127 16.9
23年5月期 18,810 3,202 17.0
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  3,127百万円 23年5月期  3,202百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 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) 16,728 3.5 105 8.6 71 △36.2 22 ― 1.70
通期 33,829 2.3 412 32.9 339 7.6 141 115.4 10.47



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る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、添付資料３
ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 13,774,249 株 23年5月期 13,774,249 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 230,167 株 23年5月期 230,057 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 13,544,156 株 23年5月期1Q 13,546,445 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から生産活動の減少や急激な

円高もあり、企業業績や雇用環境は依然厳しく低調に推移しました。さらに、小売業界を取り巻く環境

は、お客様の節約志向からの個人消費の冷え込みや同業他社との価格競争の激化もあり、ますます厳し

い状況が続いております。 

このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、食品を中心に地域に密着したスーパー

マーケットとして、お客様からの高い支持・信頼をいただけるよう、安心で安全な商品を提供すること

を第一に取組むとともに、「お客様へのおもてなし」を従業員教育の重点課題とし、顧客の創造及び店

舗の営業力強化を進めるとともに、本社コンピュータ設備の充実と、販売費及び一般管理費の節約・削

減を行い経営の効率化をはかってまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は83億87百万円（前年同四半期比2.6％増）、営

業損失は６百万円（前年同四半期は営業利益２百万円）、経常損失は６百万円（前年同四半期は経常利

益０百万円）となりました。四半期純損益は、店舗閉鎖損失17百万円を計上したこと等により四半期純

損失16百万円（前年同四半期は四半期純損失79百万円）となりました。 

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。 

（流通事業） 

流通事業におきましては、営業企画として季節催事や、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮

特売市」をさらに充実させるとともにお客様のお好きな商品を割引く「生活応援割引券」を配付する特

別企画を展開して大変好評を得ております。生鮮食品につきましては、岡崎加工センターを有効に活用

することにより、安心・安全を第一に味・鮮度にこだわった商品の充実に努めてまいりました。一般食

品につきましても、特色のある「こだわり商品」の展開と当社独自のプライベートブランド商品の開発

を進め、お客様の節約志向に対応した戦略を推し進めました。寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカ

におきましても、品揃えの充実、味、品質の追求をして、売上の増加をはかり、店舗全体の集客力のア

ップに努めました。  

 店舗の状況につきましては、平成23年８月に豊川店を閉店いたしました。  

以上の結果、流通事業の営業収益は83億74百万円(前年同四半期比2.6%増)、営業損失は16百万円(前

年同四半期は営業損失７百万円)となりました。  

(サービス事業） 

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び保険代理業を営んでおり、効率的な店舗の清掃業

務及び店舗設備の保守業務に努め、また、保険代理業務についても営業部門の充実と顧客の開拓に努め

てまいりました。 

以上の結果、サービス事業の営業収益は13百万円(前年同四半期比2.8%減)、営業利益は６百万円(前

年同四半期比2.4%増)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億74百万円減少し、185

億35百万円となりました。これは主に、現金及び預金83百万円及び棚卸資産１億78百万円の減少による

ものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１億99百万円減少し154億８百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金１億59百万円の減少によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ75百万円減少し、31億27百万円となり、自己資本比率は16.9%と

なりました。 

  

 当期の業績につきましては、平成23年７月14日決算発表時の連結業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,990,376 1,906,937

受取手形及び売掛金 79,119 64,500

商品 1,136,669 958,518

貯蔵品 18,456 18,299

その他 890,735 926,000

流動資産合計 4,115,358 3,874,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,839,143 4,733,976

土地 4,736,454 4,736,454

その他（純額） 658,113 732,329

有形固定資産合計 10,233,710 10,202,759

無形固定資産 668,169 669,523

投資その他の資産

差入保証金 2,027,917 2,013,048

その他 1,741,420 1,753,947

投資その他の資産合計 3,769,338 3,766,996

固定資産合計 14,671,218 14,639,280

繰延資産 24,372 22,425

資産合計 18,810,949 18,535,962

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,182,119 3,022,426

短期借入金 3,800,000 4,216,000

未払法人税等 97,136 11,834

引当金 213,250 86,631

その他 2,060,551 2,267,633

流動負債合計 9,353,058 9,604,525

固定負債

社債 1,802,600 1,560,600

長期借入金 2,565,723 2,366,040

退職給付引当金 562,163 576,675

資産除去債務 210,969 212,079

その他 1,114,286 1,089,008

固定負債合計 6,255,742 5,804,403

負債合計 15,608,800 15,408,928
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 841,545 841,545

資本剰余金 790,395 790,395

利益剰余金 1,738,653 1,654,098

自己株式 △111,914 △111,971

株主資本合計 3,258,679 3,174,067

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △48,648 △39,929

繰延ヘッジ損益 △7,882 △7,104

その他の包括利益累計額合計 △56,530 △47,034

純資産合計 3,202,148 3,127,033

負債純資産合計 18,810,949 18,535,962
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 7,933,885 8,139,357

売上原価 5,968,222 6,096,108

売上総利益 1,965,663 2,043,249

営業収入 242,415 248,539

営業総利益 2,208,079 2,291,788

販売費及び一般管理費 2,205,733 2,297,958

営業利益又は営業損失（△） 2,345 △6,170

営業外収益

受取利息 2,993 2,804

受取配当金 9,151 9,013

持分法による投資利益 9,629 607

その他 25,521 31,368

営業外収益合計 47,295 43,793

営業外費用

支払利息 36,589 35,425

その他 12,371 8,957

営業外費用合計 48,961 44,382

経常利益又は経常損失（△） 679 △6,758

特別損失

固定資産除売却損 28 19

店舗閉鎖損失 － 17,745

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 139,688 －

特別損失合計 139,716 17,765

税金等調整前四半期純損失（△） △139,037 △24,523

法人税、住民税及び事業税 16,441 14,190

法人税等調整額 △75,854 △21,880

法人税等合計 △59,413 △7,690

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △79,623 △16,833

四半期純損失（△） △79,623 △16,833
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四半期連結包括利益計算書

 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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △79,623 △16,833

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,804 8,718

繰延ヘッジ損益 76 777

その他の包括利益合計 1,880 9,496

四半期包括利益 △77,743 △7,337

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △77,743 △7,337

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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