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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 58,884 △0.1 593 △13.9 775 △17.4 357 △8.0
24年3月期第2四半期 58,928 2.2 689 22.2 937 37.4 388 33.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 400百万円 （2.9％） 24年3月期第2四半期 389百万円 （64.5％）

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

25年3月期第2四半期 12.64 ―
24年3月期第2四半期 13.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 54,376 26,178 48.1
24年3月期 55,941 26,003 46.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  26,178百万円 24年3月期  26,003百万円

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

24年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 118,450 △0.4 1,680 △19.0 1,980 △19.0 1,030 △7.3 36.42
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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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、（添付資料）２ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算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。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
 四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しています。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 28,740,954 株 24年3月期 28,740,954 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 459,300 株 24年3月期 459,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 28,281,707 株 24年3月期2Q 28,281,842 株
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(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、東日本大震災後の厳しい経済環境からは回復基調にあるもの

の、欧州債務問題を背景とした世界経済の減速や円高、株安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。当小売業界においても、業態を越えた価格競争により商品単価が下落傾向にある中、消費税増税法の成立により

お客様の生活防衛意識が一層高まるなど、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、引き続き「良い商品を提供し続けることでお客様の信頼を得る」ことに

注力し、その地域に“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。顧客

ニーズに的確にお応えするため、より鮮度を重視する刺身や寿司などの商品群を中心に作業割当や人員配置を見直

し、朝、昼、夕方の販売量に合せた商品化を行う仕組みづくりに取り組みました。さらに、鮮魚の漁港直送市や青果

の近郷農家直送市等の価値ある商品を安定供給する体制を強化いたしました。また、「木金市」（木曜日および金曜

日のチラシ販促）のパワーアップを図るため、88円や98円均一の低価格商品の品揃えを強化いたしました。 

店舗の新設については、平成24年５月に牧野店（大阪府枚方市）を開店いたしました。また、既存店舗の節電対応

として、ＬＥＤ照明や省電力空調設備等の設備投資を積極的に実施いたしました。一方、今後の損益改善のための企

業体質強化策として、好立地への新規出店と不採算店舗の閉鎖を行うスクラップアンドビルド政策により、下期１店

舗閉鎖に伴い、当該店舗閉鎖に対する損失に対して引当金を計上いたしました。 

これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の営業収益は588億84百万円（前年同期比0.1％減）、営

業利益は５億93百万円（前年同期比13.9％減）、経常利益は７億75百万円（前年同期比17.4％減）、四半期純利益は

３億57百万円（前年同期比8.0％減）となりました。   

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は543億76百万円となり、前連結会計年度末比15億65百万円の減少となりま

した。その主な要因は、土地が17億46百万円増加した一方、有価証券が22億円、流動資産のその他（未収入金）が４

億91百万円、投資その他の資産のその他（投資有価証券）が３億91百万円、差入保証金が３億10百万円減少したこと

であります。 

なお、純資産は261億78百万円となり、前連結会計年度末比１億74百万円の増加となりました。 

その主な要因は、利益剰余金が１億31百万円、その他有価証券評価差額金が43百万円増加したことであります。  

   

(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24年10月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。  

   

(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 

 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,450,483 9,712,145

売掛金 1,048,753 1,021,630

有価証券 2,200,000 －

商品 2,505,156 2,592,116

貯蔵品 47,868 44,638

その他 2,408,500 1,700,935

流動資産合計 17,660,762 15,071,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,522,805 6,812,677

土地 14,969,975 16,716,906

その他（純額） 2,428,987 2,314,544

有形固定資産合計 23,921,768 25,844,128

無形固定資産 282,157 254,067

投資その他の資産   

差入保証金 8,302,339 7,991,655

その他 6,165,568 5,575,986

貸倒引当金 △391,069 △361,069

投資その他の資産合計 14,076,838 13,206,572

固定資産合計 38,280,764 39,304,768

資産合計 55,941,526 54,376,235
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,176,636 9,984,485

短期借入金 1,200,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,390,000 1,510,000

未払法人税等 763,645 204,282

賞与引当金 721,681 689,000

店舗閉鎖損失引当金 － 86,389

その他 3,879,032 3,529,252

流動負債合計 18,130,996 17,103,410

固定負債   

長期借入金 5,907,500 5,432,500

退職給付引当金 746,028 734,534

事業整理損失引当金 295,496 232,351

資産除去債務 87,824 88,823

その他 4,770,262 4,606,526

固定負債合計 11,807,111 11,094,735

負債合計 29,938,108 28,198,146

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 10,773,505 10,904,773

自己株式 △279,992 △280,066

株主資本合計 26,092,084 26,223,278

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △88,665 △45,189

その他の包括利益累計額合計 △88,665 △45,189

純資産合計 26,003,418 26,178,088

負債純資産合計 55,941,526 54,376,235
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 57,877,232 57,824,508

売上原価 44,461,858 44,405,404

売上総利益 13,415,374 13,419,104

営業収入 1,051,507 1,060,038

営業総利益 14,466,881 14,479,142

販売費及び一般管理費 13,777,576 13,885,968

営業利益 689,305 593,174

営業外収益   

受取利息 14,561 6,126

受取配当金 38,362 35,137

受取手数料 70,901 72,944

その他 190,832 129,501

営業外収益合計 314,657 243,710

営業外費用   

支払利息 52,843 46,162

その他 13,266 15,694

営業外費用合計 66,109 61,856

経常利益 937,853 775,028

特別利益   

固定資産売却益 25,206 62,624

特別利益合計 25,206 62,624

特別損失   

固定資産除売却損 6,356 6,270

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 86,389

投資有価証券評価損 － 76,596

特別損失合計 6,356 169,256

税金等調整前四半期純利益 956,703 668,396

法人税、住民税及び事業税 381,186 190,538

法人税等調整額 186,947 120,335

法人税等合計 568,134 310,874

少数株主損益調整前四半期純利益 388,569 357,522

四半期純利益 388,569 357,522
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 388,569 357,522

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,215 43,476

その他の包括利益合計 1,215 43,476

四半期包括利益 389,785 400,998

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 389,785 400,998
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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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