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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

(注）営業収益は売上高に営業収入を加えたものです。 

(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3月期第3四半期 89,763 1.6 1,451 25.3 1,766 33.5 799 23.4
23年3月期第3四半期 88,379 4.7 1,158 32.0 1,323 24.7 647 123.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 767百万円 （25.5％） 23年3月期第3四半期 611百万円 （―％）

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3月期第3四半期 28.26 ―
23年3月期第3四半期 22.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 56,582 25,653 45.3
23年3月期 52,217 25,338 48.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  25,653百万円 23年3月期  25,338百万円

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3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00 ―
24年3月期（予想） 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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  ：  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

通期 118,950 1.9 2,120 18.8 2,460 22.9 1,220 36.5 43.14
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(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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※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）２ページ「（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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期3Q 28,740,954 株 23年3月期 28,740,954 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 459,200 株 23年3月期 459,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 28,281,827 株 23年3月期3Q 28,281,924 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国の財政危機に端を発した世界的不況による株安と円高

が景気全般に深刻な影響を及ぼす状況で推移いたしました。 

小売業界におきましても、東日本大震災による食品供給不足は回復傾向にあるものの、業態間競争の激化による

商品単価の下落やお客様の節約志向等により、経営環境は依然厳しい状態が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、長期ビジョン「2020年、店舗数100店舗・年商2,000億円」を掲げ、地

域に“なくてはならないスーパーマーケット（地域一番店）”の実現を目指してまいりました。さらに、当社グルー

プは、生産と消費を結ぶ企業として、社会貢献活動および環境保全活動に積極的に取り組んでおります。社会貢献活

動においては、東日本大震災の被災地への支援活動として、サービスカウンターでの募金活動に加え、平成23年４月

22日より12月30日までの期間中、毎週金曜日の全店売上高の１％相当を寄付金および義援金として被災地へお届けし

てまいりました。また、被災地の復興が長期化することを鑑み、寄付支援期間を平成24年３月30日まで延長すること

を決定いたしております。環境保全活動においては、ＣＯ2排出量の削減を目的として、発注から配送までの一括管

理や専用コンテナの導入による配送便数の削減や積載効率の向上等、物流効率化を継続的に推進してきたことの功績

が認められ、平成23年度第10回グリーン物流優良事業者表彰において、経済産業省商務流通審議官表彰を受賞いたし

ました。 

当第３四半期連結累計期間の店舗の新設については、平成23年５月に奈良県第１号店となる奈良三条店（奈良県奈

良市）を開店いたしました。既存店強化策としては、平成23年４月に住之江店（大阪市住之江区）、５月に浜松原店

（兵庫県西宮市）、９月にセルバ店（神戸市東灘区）、10月に河内磐船店（大阪府交野市）の売場改装を行い店舗の

活性化を図りました。 

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の営業収益は897億63百万円（前年同期比1.6％増）、

営業利益は14億51百万円（前年同期比25.3％増）、経常利益は17億66百万円（前年同期比33.5％増）、四半期純利益

は７億99百万円（前年同期比23.4％増）となりました。  

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は565億82百万円となり、前連結会計年度末比43億65百万円の増加となりま

した。その主な要因は、現金及び預金の増加額41億34百万円、売掛金の増加額２億41百万円によるものであります。

なお、純資産は256億53百万円となり、前連結会計年度末比３億15百万円の増加となりました。 

その主な要因は、利益剰余金の増加額３億46百万円、その他有価証券評価差額金の減少額31百万円によるもので

あります。 

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成23年10月27日に公表いたしました連結業績予想からの変更はありませ

ん。   

   

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

    

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

    

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算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
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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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,752,605 7,887,280

売掛金 944,424 1,185,437

有価証券 3,100,000 4,300,000

商品 2,218,013 2,626,230

貯蔵品 44,778 40,773

その他 2,124,411 1,614,167

貸倒引当金 △7,315 －

流動資産合計 12,176,917 17,653,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,162,155 6,734,757

土地 15,090,072 14,979,272

その他（純額） 2,235,399 2,452,257

有形固定資産合計 24,487,628 24,166,287

無形固定資産 272,011 254,895

投資その他の資産   

差入保証金 9,308,168 8,696,722

その他 6,413,459 6,172,477

貸倒引当金 △441,141 △362,069

投資その他の資産合計 15,280,486 14,507,130

固定資産合計 40,040,126 38,928,312

資産合計 52,217,043 56,582,202
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,870,376 11,488,117

短期借入金 1,450,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 850,000 1,140,000

未払法人税等 562,512 185,737

賞与引当金 713,536 275,632

その他 3,092,623 3,937,983

流動負債合計 13,539,048 18,327,471

固定負債   

長期借入金 7,137,500 6,390,000

退職給付引当金 1,017,177 1,018,333

事業整理損失引当金 430,606 333,998

資産除去債務 83,784 87,354

その他 4,670,040 4,771,115

固定負債合計 13,339,108 12,600,802

負債合計 26,878,157 30,928,273

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,277,333 7,277,333

資本剰余金 8,321,237 8,321,237

利益剰余金 10,114,505 10,461,270

自己株式 △279,924 △279,992

株主資本合計 25,433,152 25,779,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △94,265 △125,919

その他の包括利益累計額合計 △94,265 △125,919

純資産合計 25,338,886 25,653,929

負債純資産合計 52,217,043 56,582,202
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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３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 86,781,966 88,184,965

売上原価 66,705,121 67,655,392

売上総利益 20,076,844 20,529,573

営業収入 1,597,851 1,578,889

営業総利益 21,674,695 22,108,462

販売費及び一般管理費 20,516,487 20,656,998

営業利益 1,158,208 1,451,464

営業外収益   

受取利息 19,951 21,841

受取配当金 48,884 52,162

受取手数料 100,966 106,255

貸倒引当金戻入額 － 86,387

その他 116,568 148,201

営業外収益合計 286,371 414,849

営業外費用   

支払利息 94,974 78,486

その他 26,517 21,082

営業外費用合計 121,491 99,569

経常利益 1,323,087 1,766,744

特別利益   

固定資産売却益 － 25,206

特別利益合計 － 25,206

特別損失   

固定資産除売却損 9,494 9,488

貸倒引当金繰入額 70,072 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 36,195 －

特別損失合計 115,761 9,488

税金等調整前四半期純利益 1,207,325 1,782,462

法人税、住民税及び事業税 332,559 526,407

法人税等調整額 227,031 456,780

法人税等合計 559,591 983,187

少数株主損益調整前四半期純利益 647,734 799,274

四半期純利益 647,734 799,274
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 647,734 799,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,123 △31,653

その他の包括利益合計 △36,123 △31,653

四半期包括利益 611,610 767,621

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 611,610 767,621
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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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