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1.  平成23年9月期の連結業績（平成22年10月1日～平成23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 ％

23年9月期 82,877 0.5 1,841 20.7 2,262 21.8 1,199 68.2
22年9月期 82,483 △0.9 1,526 1.9 1,856 0.7 713 △13.5

（注）包括利益 23年9月期 1,221百万円 （78.4％） 22年9月期 685百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年9月期 111.14 ― 6.8 6.8 2.2
22年9月期 66.06 ― 4.2 5.6 1.9

（参考） 持分法投資損益 23年9月期  ―百万円 22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

23年9月期 32,292 18,291 56.6 1,693.21
22年9月期 34,356 17,253 50.2 1,597.35

（参考） 自己資本   23年9月期  18,278百万円 22年9月期  17,244百万円

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

23年9月期 3,508 △97 △3,308 2,081
22年9月期 1,856 △3,935 2,287 1,978

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年9月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 183 25.7 1.1
23年9月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 183 15.3 1.0

24年9月期(予想) ― 8.50 ― 8.50 17.00 16.0

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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）

 

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) 40,250 △8.1 1,180 △5.5 1,330 △8.4 700 0.1 64.84
通期 80,900 △2.4 1,900 3.2 2,200 △2.7 1,150 △4.2 106.53



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） ： 有  

（注）詳細は、（添付資料）５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、（添付資料）20ページ「(7)連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社ギガ物産

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 10,796,793 株 22年9月期 10,796,793 株

② 期末自己株式数 23年9月期 1,374 株 22年9月期 1,297 株

③ 期中平均株式数 23年9月期 10,795,442 株 22年9月期 10,795,608 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年9月期の個別業績（平成22年10月1日～平成23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 ％

23年9月期 78,267 5.8 1,493 13.0 1,921 13.6 1,006 114.6
22年9月期 73,971 △1.1 1,320 △1.4 1,690 0.1 468 △37.2

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

23年9月期 93.22 ―

22年9月期 43.44 ―

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 31,072 17,429 56.1 1,614.54
22年9月期 32,874 16,588 50.5 1,536.60

（参考） 自己資本 23年9月期  17,429百万円 22年9月期  16,588百万円

2.  平成24年9月期の個別業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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）１ページ「(1)経営成績に関する分析（次期の見通し）」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) 39,800 0.4 900 △15.9 1,050 △17.9 550 △8.2 50.95
通期 80,000 2.2 1,600 7.1 1,900 △1.1 1,000 △0.6 92.63
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(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、アジアを中心とする新興国の好調な経済を背景に景気回復の兆しが見え

つつありましたが、３月に発生した東日本大震災によるサプライチェーンの混乱や、それに続く原発事故災害の影

響に加え、欧州の金融不安や急激な円高などにより、先行きの不透明感が一層強まる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、円高による輸出産業を中心とする製造業の雇用や所得環境の低迷、社

会保障制度の将来不安などから消費者の生活防衛意識の増大による節約志向と低価格志向が一層強まり、また大手

スーパーやディスカウントストアを含めた競合各社の積極的な出店、低価格競争など、引き続き厳しい経営環境と

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、震災後発生した原発事故による放射能汚染に対

するお客様の不安を少しでも和らげるべく、これまで以上に「安心・安全」に配慮した商品仕入れ、品揃えに注力

してまいりました。 

営業面におきましては、徹底したコストダウンによる野菜を中心とした低価格戦略、顧客ニーズに対応した良質

で割安感のある品揃えを実現するためディスティネーション商品（お客様がその商品を目指してご来店いただける

商品）の開発等を推進してまいりました。また、震災復興支援として、自社プライベートブランド商品、被災地産

品等を対象に売上金の１％を義援金とする「We love Ｊapan がんばろう日本」を実施し、更に当社グループが参

加しているＣＧＣジャパンの支援キャンペーンにも協賛いたしました。 

環境活動におきましては、レジ袋のリサイクル運動とマミークラブ会員へのエコポイントの付与、使用済みトレ

ーの有償回収などの継続的な活動に加え、電気使用量の見える化システムによる厳格な電気使用量管理の強化を実

施し、原発事故後の電力不足対応にも努めてまいりました。 

店舗展開におきましては、平成22年11月に西堀店（埼玉県さいたま市桜区）、平成23年２月に昭島中神店（東京

都昭島市）、平成23年６月に蓮田山ノ内店（埼玉県蓮田市）を新規出店いたしました。店舗の改装につきまして

は、16店舗を実施いたしました。したがって、当連結会計年度末の店舗数は60店舗となりました。 

また、連結子会社であった株式会社ギガ物産は、低価格商品に強みを持つ食品スーパーとして業容の拡大を図っ

てまいりましたが、同社における低価格商品の開発や販売体制において、当社の共有すべきノウハウの蓄積はその

役割をほぼ果たし、同社の更なる発展・成長のためにはその低価格商品開発力、販売ノウハウを今後ディスカウン

ト業態で生かすことが必要であるとの認識のもと、平成23年３月に当社の保有するその全株式の譲渡を行いまし

た。 

この結果、当連結会計年度の営業成績は、売上高 百万円（前期比 ％増）、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。 

 セグメント別の営業の状況は以下のとおりです。 

  

［スーパーマーケット事業］ 

 なお、当期末の店舗数は、埼玉県43店舗、千葉県11店舗、東京都３店舗、栃木県１店舗の計58店舗となりまし

た。以上によりまして、当期の業績は、売上高 百万円（前期比 ％増）、営業利益 百万円（同 ％

増）となりました。 

  

［その他の事業（温浴事業）］ 

 温浴事業につきましては、売上高 百万円（前期比 ％増）、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万

円）となりました。（平成23年９月末現在２店舗） 

  

（次期の見通し）  

当社グループの次期業績見通しは、次のとおりであります。 

売上高    百万円（前年比   ％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） 

  

セグメント別業績見込み 

１．経営成績

82,877 0.5 1,841

20.7 2,262 21.8 1,199 68.2

82,215 0.4 1,837 15.1

661 17.5 3 70

80,900 2.4

1,900 3.2

2,200 2.7

1,150 4.2

  売上高（対前期比） 営業利益（対前期比） 

スーパーマーケット事業 百万円 80,228 （ ％減） 2.4 百万円 1,875   （ ％増） 2.0

その他の事業（温浴事業） 百万円 671 （ ％増） 1.4 百万円 24 （ ％増） 536.2
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 次期の見通しにつきましては、東日本大震災の復興に伴う財源問題や欧州の金融不安等による為替相場の影響な

ど先行き不透明感が強く、国内の景況、雇用は引き続き厳しいものと予想され、個人消費は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、福島第一原発事故に端を発する放射能汚染問題から食の安

全性に対する消費者の関心が一層高まりつつあり、また、流通業界の寡占化や競合の激化、熾烈な価格競争が予想

され、生き残りを目指す大変厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 このような環境の中、当社グループは、競争に打ち勝ち、お客様のニーズに的確にお応えするため安全・安心で

良質な商品の低価格販売とローコストオペレーションの構築を推進実行いたします。平成24年度も引き続き営業ス

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。お客様がご来店される目的（お客様の

満足）を商品・価格・品揃え・接客サービスの各分野で強化、確立し、「地域１番店」を作り上げようというもの

です。生鮮部門の更なる強化を柱とし、高頻度商品の低価格販売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、プライベートブランド商品の開発や輸入商品の計画的な仕入れ、生鮮商品の産地・仕入れルート

の開拓を進めていきます。また、お客様への接客サービスレベル向上のため外部調査機関による調査、改善を活用

したPDCA（プラン・ドゥ・チェック・アクション）体制を構築いたします。 

 新規出店といたしましては、平成24年４月千葉県流山市に「西平井店」、平成24年６月千葉県船橋市に「飯山満

駅前店」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。 
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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 百万円減少し 百万円（前

期比 ％減）となりました。これは主に、売却による賃貸不動産の減少 百万円と当第２四半期連結会計期間に

おいて、当社が所有する㈱ギガ物産の株式をすべて売却し連結の対象から外れたことによる減少であります。 

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 百万円減少し 百万円（同

％減）となりました。これは主に、短期借入金が 百万円減少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

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。これは主に借入

金の返済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とおりであります。 

  

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。  

  

(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 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。 

2,064 32,292

6.0 998

3,102 14,001

18.1 2,649

1,038 18,291

6.0

103

2,081

3,508 1,856

△97 3,935

△3,308 2,287

  平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期

自己資本比率（％）  52.7  50.2  56.6

時価ベースの自己資本比率（％）  41.2  37.4  43.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.7  3.3  0.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  61.1  56.9  90.8

8.5 8.5

17

- 3 -

㈱マミーマート　（9823）　平成23年９月期　決算短信



(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 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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  当社グループは、当社及び子会社３社で構成され、スーパーマーケット事業を主な事業内容としております。 

当社グループの事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。 

 

（1）スーパーマーケット事業 

  主要な商品は生鮮食料品、一般食料品、日用雑貨他であり、当社が販売を行っております。また、生鮮食料品の一

部は、子会社彩裕フーズ㈱が加工しており、当社店舗の清掃・管理サービスを子会社マミーサービス㈱が行っており

ます。なお、㈱産直開発は連結の範囲に含めておりますが、事業の開始には至っておりません。 

 また、㈱ギガ物産は当連結会計年度において、当社が所有する株式をすべて売却したため、関係会社に該当しなく

なりました。 

 

（2）その他の事業 

  店舗用不動産の賃貸を当社が行っております。また、子会社マミーサービス㈱が温浴事業を行っております。  

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 （注）マミーフーズ㈱は、平成16年３月10日付解散により重要性がなくなったため連結の範囲から除外しており

ます。 

２．企業集団の状況
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(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とおりで

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とおりであります。 

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。 

  

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22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,978 2,081

売掛金 64 82

商品 1,814 1,590

貯蔵品 12 9

繰延税金資産 495 508

その他 982 892

流動資産合計 5,348 5,164

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,488 15,197

減価償却累計額 △7,917 △8,445

建物及び構築物（純額） 6,570 6,752

機械装置及び運搬具 234 265

減価償却累計額 △115 △155

機械装置及び運搬具（純額） 119 110

土地 8,849 8,661

建設仮勘定 842 567

その他 2,772 3,326

減価償却累計額 △2,016 △2,384

その他（純額） 755 941

有形固定資産合計 17,138 17,032

無形固定資産 507 440

投資その他の資産   

投資有価証券 228 240

長期貸付金 368 338

差入保証金 7,168 6,648

賃貸不動産 1,563 655

減価償却累計額 △115 △209

賃貸不動産（純額） 1,447 446

繰延税金資産 1,165 1,413

その他 1,062 646

貸倒引当金 △78 △78

投資その他の資産合計 11,362 9,655

固定資産合計 29,008 27,127

資産合計 34,356 32,292
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,252 4,138

短期借入金 2,750 100

1年内返済予定の長期借入金 908 958

未払費用 1,361 1,413

未払法人税等 392 435

ポイント引当金 576 574

賞与引当金 398 399

その他 534 471

流動負債合計 11,173 8,491

固定負債   

長期借入金 2,467 1,942

長期預り保証金 1,801 1,649

転貸損失引当金 249 156

退職給付引当金 748 776

役員退職慰労引当金 624 648

資産除去債務 － 315

その他 38 21

固定負債合計 5,929 5,509

負債合計 17,103 14,001

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 11,739 12,755

自己株式 △1 △1

株主資本合計 17,254 18,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △9 8

その他の包括利益累計額合計 △9 8

少数株主持分 8 12

純資産合計 17,253 18,291

負債純資産合計 34,356 32,292
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 82,483 82,877

売上原価 62,642 62,514

売上総利益 19,840 20,363

営業収入 1,235 1,201

営業総利益 21,076 21,565

販売費及び一般管理費   

役員報酬 254 222

給料及び賞与 7,834 7,551

賞与引当金繰入額 379 411

退職給付費用 81 89

役員退職慰労引当金繰入額 57 54

ポイント引当金繰入額 357 357

賃借料 4,121 3,861

その他 6,463 7,174

販売費及び一般管理費合計 19,550 19,724

営業利益 1,526 1,841

営業外収益   

受取利息 56 52

受取配当金 4 5

受取賃貸料 80 94

受取手数料 115 146

物品売却益 － 66

違約金収入 18 16

その他 106 89

営業外収益合計 382 472

営業外費用   

支払利息 34 39

支払手数料 6 6

その他 10 5

営業外費用合計 52 51

経常利益 1,856 2,262

特別利益   

固定資産売却益 － 2

関係会社株式売却益 － 116

転貸損失引当金戻入額 － 23

特別利益合計 － 142
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別損失   

減損損失 69 71

固定資産除却損 120 27

固定資産売却損 － 294

投資有価証券評価損 － 19

転貸損失引当金繰入額 63 －

貸倒引当金繰入額 78 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 328

その他 14 16

特別損失合計 345 758

税金等調整前当期純利益 1,511 1,646

法人税、住民税及び事業税 783 703

過年度法人税等 14 －

法人税等調整額 5 △260

法人税等合計 803 442

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,203

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 3

当期純利益 713 1,199
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 18

その他の包括利益合計 － ※2  18

包括利益 － ※1  1,221

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,218

少数株主に係る包括利益 － 3

- 11 -

㈱マミーマート　（9823）　平成23年９月期　決算短信



（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21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 11,209 11,739

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 713 1,199

当期変動額合計 529 1,016

当期末残高 11,739 12,755

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 16,724 17,254

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 713 1,199

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 529 1,016

当期末残高 17,254 18,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 18

当期変動額合計 △22 18

当期末残高 △9 8

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 12 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 18

当期変動額合計 △22 18
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当期末残高 △9 8

少数株主持分   

前期末残高 14 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 3

当期変動額合計 △5 3

当期末残高 8 12

純資産合計   

前期末残高 16,751 17,253

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 713 1,199

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） △28 22

当期変動額合計 501 1,038

当期末残高 17,253 18,291
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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21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 1,511 1,646

減価償却費 1,178 1,311

減損損失 69 71

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78 －

受取利息及び受取配当金 △61 △58

支払利息 34 39

関係会社株式売却損益（△は益） － △116

固定資産売却損益（△は益） － 292

固定資産除却損 120 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 328

売上債権の増減額（△は増加） △7 △20

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △39 267

未払費用の増減額（△は減少） △65 123

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △178 △175

長期前払費用の増減額（△は増加） 97 53

その他 △2 287

小計 2,789 4,199

利息及び配当金の受取額 14 14

利息の支払額 △32 △38

法人税等の支払額 △915 △666

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,856 3,508

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 △4,218 △1,357

有形固定資産の売却による収入 － 140

無形固定資産の取得による支出 △186 △47

賃貸不動産の売却による収入 － 704

投資有価証券の取得による支出 △0 △13

貸付けによる支出 △12 △2

貸付金の回収による収入 32 232

差入保証金の差入による支出 △85 △191

差入保証金の回収による収入 566 639

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △172

保険積立金の積立による支出 △8 △10

保険積立金の解約による収入 70 0

その他 △93 △18
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,935 △97

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） 749 △2,649

長期借入れによる収入 2,400 600

長期借入金の返済による支出 △678 △1,075

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 2,287 △3,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 209 103

現金及び現金同等物の期首残高 1,769 1,978

現金及び現金同等物の期末残高 1,978 2,081
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 該当事項はありません。 

  

  

(５)継続企業の前提に関する注記

(６)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21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23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    ３社 

   連結子会社の名称 

    彩裕フーズ㈱ 

    マミーサービス㈱ 

   ㈱産直開発 

 ㈱ギガ物産は第２四半期連結会計期間に

 おいて、当社が所有するすべての株式を 

 売却したため、連結の範囲から除外して

 おります。  

  

   (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）     

 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（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）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21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

  ロ たな卸資産 

(イ）商品 

(生鮮食品） 

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） 

(生鮮食品を除く店舗の商品） 

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） 

(生鮮食品を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 たな卸資産 

(イ）商品 

(生鮮食品） 

   同左 

  

  

(生鮮食品を除く店舗の商品） 

   同左 

  

  

  

(生鮮食品を除く物流センターの

商品） 

   同左 

  

  

  (ロ）貯蔵品 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。 

(ロ）貯蔵品   同左 

  

  

   

────── 

  

  

(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） 

       同左 

  

  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21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23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。 

イ 貸倒引当金 

         同左 

  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21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23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。 

（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 百万円であ

ります。 

59

 ホ 退職給付引当金 

      同左 

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  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）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。 

(5）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。 

────── 

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。 

────── 
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(７)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21年10月１日 

至 平成22年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益は5百万

円、経常利益は6百万円減少しており、税金等調整前

当期純利益は334百万円減少しております。 

（企業結合に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成

20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分

法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しておりま

す。 

（８）表示方法の変更

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

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 

至 平成23年９月30日） 

         ─────── （連結損益計算書関係） 

１．当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に

基づき、「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21年３

月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

２．前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「物品売却益」は営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」

に含まれる「物品売却益」の金額は 百万円でありま

す。  

17
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（９）追加情報

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

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

        ───────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計 

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適 

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」 

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度 

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額 

等合計」の金額を記載しております。  
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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。   

  

 当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（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21年10月１日 至平成22年９月30日）及び当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23

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21年10月１日 至平成22年９月30日）及び当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23

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。 

（１０）連結財務諸表に関する注記事項

連結貸借対照表関係

連結損益計算書関係

連結包括利益計算書関係

親会社株主に係る包括利益 百万円690

少数株主に係る包括利益 百万円△5

計 百万円685

その他有価証券評価差額金 百万円△22

計 百万円△22

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

企業結合等関係

税効果会計関係
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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。 

  

資産除去債務関係

賃貸等不動産関係
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前連結会計年度（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、該当事項はありません。 

前連結会計年度（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、該当事項はありません。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、販売する商品・提供するサービスの内容の類似性に基づき組織・管理されている報告可能な「スー

パーマーケット事業」を報告セグメントとしております。 

「スーパーマーケット事業」は、生鮮食品を中心に、加工食品・惣菜・日用雑貨等の販売を主体とするもの

であります。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、その他の項目の金額の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。  

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実

勢価格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22年９月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業であります。 

  

（セグメント情報等）

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

ｄ．セグメント情報

（単位：百万円）

  

  

報告セグメント
その他 

（注） 
合計 調整額 

連結財務諸表 

計上額 スーパーマー 

ケット事業 

売上高           

外部顧客への売上高  81,920  563  82,483  －  82,483

セグメント間の内部 

売上高または振替高 
 －  －  －  －  －

計  81,920  563  82,483  －  82,483

セグメント利益 

または損失（△） 
 1,596  △70  1,526  －  1,526

セグメント資産  33,167  1,188  34,356  －  34,356

その他の項目  

減価償却費  1,066  111  1,178  －  1,178

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 3,794  610  4,404  －  4,404
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当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴事業であります。 

 ２．セグメント利益の調整額は、報告セグメント（スーパーマーケット事業）とその他との間の取引消去で

あります。 

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「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。 

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高  

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。   

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。   

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ております。 

  

（単位：百万円）

  

  

報告セグメント
その他 

（注） 
合計 調整額 

連結財務諸表 

計上額 

（注２） 
スーパーマー 

ケット事業 

売上高           

外部顧客への売上高  82,215  661  82,877  －  82,877

セグメント間の内部 

売上高または振替高 
 4  －  4  △4  －

計  82,220  661  82,881  △4  82,877

セグメント利益  1,837  3  1,841  －  1,841

セグメント資産  31,253  1,039  32,292  －  32,292

その他の項目  

減価償却費  1,201  109  1,311  －  1,311

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 1,404  0  1,405  －  1,405

ｅ．関連情報
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当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）「その他」の金額は温浴事業であります。 

  

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。  

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  

報告セグメント 

スーパーマーケ 

  ット事業  

 その他（注）    合計   調整額 
 連結財務諸表 

  計上額  

減損損失       71       －       71       －       71 

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 前連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22年９月30日） 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 当連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

 １ 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

 （注）１.取引金額は消費税等が含まれておりません。 

    ２.取引条件及び取引条件の決定方針等 

       土地の譲渡価額については、不動産鑑定士の評価額に基づいて決定しております。 

     

 ２.親会社または重要な関連会社に関する注記 

   該当事項はありません。  

  

関連当事者情報

種類 
会社等の名
称または氏
名 

所在地

資本金ま
たは出資
金 
（百万円） 

事業の内容
または職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

  
役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社 
  

㈱つしま 埼玉県 
東松山市

144百万円 
 

保険代理
業務 

（被所有）
直接5.7％  
  

 －
土地の売却
（注２）  700百万円   － －
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 （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。 

   

（１株当たり情報）

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

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

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 銭66 06

１株当たり純資産額 円 銭1,693 21

１株当たり当期純利益 円 銭111 14

 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21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当連結会計年度
(自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日) 

当期純利益（百万円）  713  1,199

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）  713  1,199

期中平均株式数（株）  10,795,608  10,795,442

（重要な後発事象）

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

当連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23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22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,186 1,367

売掛金 50 51

商品 1,485 1,551

貯蔵品 3 4

前渡金 0 0

前払費用 368 383

関係会社短期貸付金 42 56

未収入金 534 535

繰延税金資産 459 459

その他 64 47

流動資産合計 4,196 4,457

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,141 11,972

減価償却累計額 △5,932 △6,506

建物（純額） 5,209 5,465

構築物 1,416 1,520

減価償却累計額 △996 △1,049

構築物（純額） 420 470

機械及び装置 31 31

減価償却累計額 △30 △30

機械及び装置（純額） 1 0

車両運搬具 13 13

減価償却累計額 △4 △7

車両運搬具（純額） 9 5

工具、器具及び備品 2,512 3,098

減価償却累計額 △1,832 △2,206

工具、器具及び備品（純額） 680 891

土地 8,727 8,538

建設仮勘定 842 567

有形固定資産合計 15,890 15,940

無形固定資産   

借地権 43 43

ソフトウエア 325 256

電話加入権 11 11

ソフトウエア仮勘定 21 29

無形固定資産合計 401 341
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 228 240

関係会社株式 130 130

出資金 0 0

長期貸付金 365 336

従業員に対する長期貸付金 2 2

関係会社長期貸付金 1,112 606

長期前払費用 532 481

差入保証金 6,848 6,461

保険積立金 147 156

店舗賃借仮勘定 375 －

賃貸不動産 2,389 1,428

減価償却累計額 △734 △785

賃貸不動産（純額） 1,655 643

繰延税金資産 1,154 1,391

貸倒引当金 △166 △115

投資その他の資産合計 12,386 10,333

固定資産合計 28,677 26,614

資産合計 32,874 31,072

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,142 4,386

短期借入金 2,850 200

1年内返済予定の長期借入金 815 865

未払金 95 74

未払費用 1,147 1,245

未払法人税等 327 323

未払消費税等 94 106

前受金 105 104

預り金 85 93

ポイント引当金 576 574

賞与引当金 312 324

その他 67 －

流動負債合計 10,621 8,299
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年９月30日) 

当事業年度 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 2,338 1,906

長期預り保証金 1,820 1,649

転貸損失引当金 249 156

退職給付引当金 702 748

役員退職慰労引当金 530 564

資産除去債務 － 295

その他 23 21

固定負債合計 5,664 5,343

負債合計 16,285 13,643

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 1,700 2,523

利益剰余金合計 11,083 11,905

自己株式 △1 △1

株主資本合計 16,598 17,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 8

評価・換算差額等合計 △9 8

純資産合計 16,588 17,429

負債純資産合計 32,874 31,072
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 73,971 78,267

売上原価   

商品期首たな卸高 1,441 1,485

当期商品仕入高 57,349 60,696

合計 58,790 62,181

商品期末たな卸高 1,485 1,551

商品売上原価 57,305 60,630

売上総利益 16,666 17,637

営業収入 1,141 1,157

営業総利益 17,807 18,794

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 902 789

消耗品費 354 727

車両費 65 70

役員報酬 172 151

給料及び賞与 6,094 5,942

賞与引当金繰入額 312 324

退職給付費用 71 77

役員退職慰労引当金繰入額 44 41

福利厚生費 642 678

賃借料 3,620 3,572

減価償却費 980 1,132

水道光熱費 997 1,007

ポイント引当金繰入額 357 357

その他 1,870 2,428

販売費及び一般管理費合計 16,487 17,301

営業利益 1,320 1,493

営業外収益   

受取利息 81 73

受取配当金 4 5

受取賃貸料 99 112

受取手数料 115 146

物品売却益 － 66

違約金収入 15 16

その他 100 61

営業外収益合計 416 482

営業外費用   

支払利息 29 34

支払手数料 6 6

その他 10 13

営業外費用合計 46 55
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

経常利益 1,690 1,921

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 51

関係会社株式売却益 － 21

転貸損失引当金戻入額 － 23

特別利益合計 － 98

特別損失   

減損損失 6 71

固定資産除却損 120 27

固定資産売却損 － 294

投資有価証券評価損 － 19

子会社株式評価損 186 －

転貸損失引当金繰入額 63 －

貸倒引当金繰入額 166 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 290

その他 8 －

特別損失合計 550 704

税引前当期純利益 1,140 1,315

法人税、住民税及び事業税 679 544

過年度法人税等 0 －

法人税等調整額 △8 △235

法人税等合計 671 308

当期純利益 468 1,006
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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21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 1,415 1,700

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 468 1,006

当期変動額合計 285 822

当期末残高 1,700 2,523

利益剰余金合計   

前期末残高 10,797 11,083

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 468 1,006

当期変動額合計 285 822

当期末残高 11,083 11,905

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 16,312 16,598

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 468 1,006

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 285 822

当期末残高 16,598 17,420
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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 12 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22 18

当期変動額合計 △22 18

当期末残高 △9 8

純資産合計   

前期末残高 16,325 16,588

当期変動額   

剰余金の配当 △183 △183

当期純利益 468 1,006

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） △22 18

当期変動額合計 262 841

当期末残高 16,588 17,429
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 該当事項はありません。 

  

 役員の異動 

 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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