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1.  平成24年5月期第2四半期の連結業績（平成23年5月21日～平成23年11月20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）

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 ％

24年5月期第2四半期 17,234 4.7 164 △42.7 214 △34.4 107 △33.9
23年5月期第2四半期 16,465 9.8 287 40.9 326 35.7 162 31.6

（注）包括利益 24年5月期第2四半期 108百万円 （△32.1％） 23年5月期第2四半期 160百万円 （―％）

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2四半期 25.05 ―
23年5月期第2四半期 37.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第2四半期 10,640 5,288 49.7
23年5月期 10,277 5,212 50.7
（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  5,288百万円 23年5月期  5,212百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年5月期 ― 7.50
24年5月期（予想） ― 7.50 15.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年5月21日～平成24年5月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 34,418 4.6 372 △35.1 464 △29.7 257 △28.7 60.03



(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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、添付資料
３ページ「（３） 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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2Q 4,283,128 株 23年5月期 4,283,128 株
② 期末自己株式数 24年5月期2Q 2,288 株 23年5月期 2,288 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期2Q 4,280,840 株 23年5月期2Q 4,280,840 株
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当第２四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を受けた企業の生産活動が緩

やかに回復しつつあるものの、欧州の債務問題等による海外経済の先行き不透明感が景気全般に深刻な

影響をおよぼし、厳しい状況で推移いたしました。 

当小売業界におきましても、厳しい雇用情勢、所得環境に改善が見られない中、原発事故による生鮮

食品への風評被害等もあり、個人消費の低迷が続く厳しい経営環境でありました。 

このような環境の中、当社グループは、「地域のお客様の食生活を支える地域一番店」の実現に向

け、引き続き社員教育の充実、お客様目線での品揃え等に注力し、お客様満足度の向上に努めておりま

す。 

また、広告宣伝、販売促進活動の充実を図り、販売力の強化にも取り組んでまいりました。 

店舗開発につきましては、スーパーマーケット事業において、平成23年６月にマルミヤストア金池南

店（大分県大分市）、ディスカウントストア事業において、平成23年９月にアタックス鹿本店（熊本県

山鹿市）を新規出店し、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は55店舗（株式会社マルミヤストア40店

舗、株式会社マミーズマーケット15店舗）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高172億34百万円（前年同期比4.7％増）、経

常利益２億14百万円（前年同期比34.4％減）、四半期純利益１億７百万円（前年同期比33.9％減）とな

りました。  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① スーパーマーケット事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高125億88百万円（前年同期比1.6％増)、セグメント利

益１億14百万円（前年同期比44.4％減）となりました。 

  

② ディスカウントストア事業                                 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高46億45百万円（前年同期比14.1％増)、セグメント利

益50百万円（前年同期比38.3％減)、となりました。 

  

① 財政状態（連結）の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ３億62百万円増加

し106億40百万円となりました。主な変動は、現金及び預金の増加２億24百万円、有形固定資産の増加

１億39百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べ２億86百万円増加

し53億52百万円となりました。主な変動は、短期及び長期借入金の増加５億66百万円、１年内償還予定

の社債の減少３億円であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ76百万円増加し52億88

百万円となりました。主な変動は、四半期純利益による増加１億７百万円と配当金の支払による減少32

百万円であります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の

50.7％から49.7％となりました。 

  

② 連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末に比べ、３億24百万円増加し21億87百万円（前年同期比18.3％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ８億73百万円減少し、２億96百万円となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益２億８百万円、減価償却費１億93百万円の計上と法人税

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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等の支払額２億円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、前年同期に比べ84百万円減少し、１億82百万円となりました。こ

れは主に、定期預金の払戻による収入１億90百万円と定期預金の預入による支出90百万円、有形固定

資産の取得による支出２億62百万円、敷金及び保証金の差入による支出39百万円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） 

財務活動の結果獲得した資金は、２億９百万円（前年同期は使用した資金１億61百万円）となりま

した。これは主に、長期借入による収入７億円と社債の償還による支出３億円、長期借入金の返済に

よる支出１億33百万円、配当金の支払額32百万円によるものであります。 

平成23年７月７日の決算発表において発表しました平成24年５月期の通期業績予想を修正いたしまし

た。 

詳細は、本日（平成23年12月28日）発表の「平成24年５月期第２四半期累計期間の業績予想と実績値と

の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

（退職給付引当金） 

当社は、平成23年９月１日付で従来の適格退職年金制度から、確定給付企業年金法に基づく規約型確

定給付企業年金制度に移行しております。 

当該移行による、損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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

（４）追加情報
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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：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,122,513 2,346,973

売掛金 11,284 11,773

有価証券 771 771

商品 1,647,271 1,740,490

貯蔵品 18,710 15,443

繰延税金資産 67,813 57,655

その他 325,795 247,670

貸倒引当金 △700 △700

流動資産合計 4,193,460 4,420,079

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,480,293 4,710,415

減価償却累計額 △2,332,703 △2,411,851

建物及び構築物（純額） 2,147,589 2,298,563

機械装置及び運搬具 78,842 79,936

減価償却累計額 △69,610 △70,602

機械装置及び運搬具（純額） 9,232 9,334

土地 1,858,550 1,858,550

リース資産 257,124 300,261

減価償却累計額 △78,140 △102,506

リース資産（純額） 178,984 197,754

建設仮勘定 99,747 6,246

その他 1,539,809 1,660,903

減価償却累計額 △1,315,415 △1,372,885

その他（純額） 224,393 288,018

有形固定資産合計 4,518,497 4,658,468

無形固定資産

のれん 24,333 21,000

その他 69,167 65,323

無形固定資産合計 93,500 86,323

投資その他の資産

投資有価証券 100,168 102,641

長期前払費用 88,026 84,544

敷金及び保証金 1,103,172 1,114,726

繰延税金資産 170,833 163,685

その他 10,305 10,435

投資その他の資産合計 1,472,506 1,476,034

固定資産合計 6,084,505 6,220,825

資産合計 10,277,965 10,640,905
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 23,073 17,785

買掛金 2,081,627 2,171,295

1年内償還予定の社債 300,000 －

短期借入金 1,085,636 1,159,949

リース債務 46,520 54,247

未払金 112,420 136,986

未払費用 341,797 359,676

未払法人税等 212,800 96,500

未払消費税等 49,268 40,371

賞与引当金 46,000 57,498

役員賞与引当金 9,200 －

その他 49,687 52,427

流動負債合計 4,358,030 4,146,737

固定負債

長期借入金 11,647 503,604

長期未払金 190,984 190,984

リース債務 142,157 154,139

退職給付引当金 63,088 63,199

資産除去債務 24,759 25,009

その他 275,102 268,440

固定負債合計 707,739 1,205,376

負債合計 5,065,770 5,352,114

純資産の部

株主資本

資本金 808,289 808,289

資本剰余金 855,619 855,619

利益剰余金 3,565,797 3,640,915

自己株式 △1,157 △1,157

株主資本合計 5,228,549 5,303,667

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,353 △14,876

その他の包括利益累計額合計 △16,353 △14,876

純資産合計 5,212,195 5,288,790

負債純資産合計 10,277,965 10,640,905
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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22年５月21日
至 平成22年11月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年11月20日)

売上高 16,465,328 17,234,220

売上原価 13,258,904 13,907,476

売上総利益 3,206,424 3,326,744

その他の営業収入 68,331 65,566

営業総利益 3,274,755 3,392,310

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 198,095 211,644

報酬及び給料手当 1,351,504 1,466,480

福利厚生費 144,318 154,680

賃借料 426,016 439,991

水道光熱費 284,521 305,542

減価償却費 159,324 193,141

のれん償却額 3,333 3,333

その他 419,842 452,499

販売費及び一般管理費合計 2,986,955 3,227,313

営業利益 287,799 164,997

営業外収益

受取利息 6,024 4,669

受取配当金 1,161 1,161

受取事務手数料 35,718 38,358

その他 10,542 15,662

営業外収益合計 53,447 59,852

営業外費用

支払利息 9,536 8,745

社債利息 3,419 1,016

その他 1,943 892

営業外費用合計 14,899 10,654

経常利益 326,347 214,195

特別利益

固定資産売却益 28 26

特別利益合計 28 26

特別損失

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 1,448 5,442

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,798 －

特別損失合計 10,265 5,442

税金等調整前四半期純利益 316,111 208,779

法人税、住民税及び事業税 153,558 85,244

法人税等調整額 264 16,310

法人税等合計 153,823 101,554

少数株主損益調整前四半期純利益 162,287 107,224

四半期純利益 162,287 107,224
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四半期連結包括利益計算書
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22年５月21日
至 平成22年11月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年11月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 162,287 107,224

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,080 1,477

その他の包括利益合計 △2,080 1,477

四半期包括利益 160,207 108,701

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 160,207 108,701
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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22年５月21日
至 平成22年11月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年５月21日
至 平成23年11月20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 316,111 208,779

減価償却費 159,324 193,141

のれん償却額 3,333 3,333

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,798 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,800 △9,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,488 11,498

退職給付引当金の増減額（△は減少） △454 110

受取利息及び受取配当金 △7,186 △5,831

支払利息 12,956 9,762

有形固定資産売却損益（△は益） △10 △26

有形固定資産除却損 673 5,442

売上債権の増減額（△は増加） △1,662 △489

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,568 △89,952

仕入債務の増減額（△は減少） 634,916 89,890

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,126 3,279

その他 105,758 82,277

小計 1,242,804 502,015

利息及び配当金の受取額 7,186 5,831

利息の支払額 △11,490 △9,980

法人税等の支払額 △68,509 △200,896

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,169,991 296,969

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 △100,186 △90,205

定期預金の払戻による収入 100,114 190,182

有形固定資産の取得による支出 △233,162 △262,973

有形固定資産の売却による収入 33 955

無形固定資産の取得による支出 △25,065 △6,400

敷金及び保証金の差入による支出 △50,462 △39,122

敷金及び保証金の回収による収入 40,738 25,181

貸付金の回収による収入 900 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,091 △182,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 － △300,000

長期借入れによる収入 － 700,000

長期借入金の返済による支出 △112,726 △133,730

リース債務の返済による支出 △16,368 △24,366

配当金の支払額 △31,930 △32,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,025 209,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 741,874 324,437

現金及び現金同等物の期首残高 1,936,969 1,863,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,678,843 2,187,530
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年５月21日  至  平成22年11月20日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年５月21日  至  平成23年11月20日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント

調整額(注１)
四半期連結
損益計算書 
計上額

スーパーマー
ケット事業

ディスカウント
ストア事業

計

売上高

外部顧客に対する売上高 12,394,864 4,070,464 16,465,328 － 16,465,328

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 15,344 15,344 △15,344 －

計 12,394,864 4,085,808 16,480,673 △15,344 16,465,328

セグメント利益 205,896 81,287 287,184 614 287,799

報告セグメント

調整額(注１)
四半期連結
損益計算書 
計上額

スーパーマー
ケット事業

ディスカウント
ストア事業

計

売上高

外部顧客に対する売上高 12,588,555 4,645,665 17,234,220 － 17,234,220

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 13,342 13,342 △13,342 －

計 12,588,555 4,659,007 17,247,563 △13,342 17,234,220

セグメント利益 114,570 50,127 164,697 300 164,997

（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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