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1.  平成25年9月期第1四半期の業績（平成24年9月21日～平成24年12月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年9月期第1四半期 19,183 △0.3 656 △8.1 646 △5.2 392 214.3
24年9月期第1四半期 19,234 △3.6 714 37.0 681 39.8 124 ―

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9月期第1四半期 49.16 ―
24年9月期第1四半期 18.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第1四半期 36,547 9,911 27.1
24年9月期 37,370 9,639 25.8
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  9,911百万円 24年9月期  9,639百万円

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9月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年9月21日～平成25年9月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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   

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) 40,200 2.6 1,500 △3.8 1,460 △5.5 830 1.1 104.01
通期 81,800 1.2 3,000 1.4 2,900 △0.6 1,700 4.6 213.04



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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9月期1Q 7,980,000 株 24年9月期 7,980,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q 196 株 24年9月期 163 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 7,979,824 株 24年9月期1Q 6,779,926 株

※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ます。なお、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せん。 

※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の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、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仮定及び業績の予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ
１．当四半期決算に関する定性情報（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として回復基調にあるものの、欧

州の金融不安、円高の長期化、近隣諸国との関係悪化の影響を受けた輸出の不振に加え、電気料金の値上げや消費

税増税の動きにより内需にも減速感が強まるなど引き続き不透明な状況で推移いたしました。 

  小売業界におきましては、業務・資本提携やＭ＆Ａの動きが活発であり、業種や業態を超えた出店競争や価格競

争の激化が継続しておりますので、依然として厳しい経営環境下にあります。 

  このような状況のもと当社では、前期より行なって参りました創立30周年記念セールの最終展開を強力に行い、

当社の経営理念である、地域の皆様にとっての『暮らしの拠りどころとなる店づくり』を柱として、低価格と豊富

な品揃えに特に努めてまいりました。 

  以上の結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高が19,183百万円（前年同四半期比0.3％減)とな

りました。一方、売上総利益は3,863百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は656百万円（前年同四半期比

8.1％減）、経常利益は646百万円（前年同四半期比5.2％減）及び四半期純利益は392百万円（前年同四半期比

214.3％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ823百万円減少し、36,547百万円となりました。

これは主に現金及び預金が1,498百万円減少した一方、商品が894百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ1,095百万円減少し、26,635百万円となりまし

た。これは主に未払法人税等が1,009百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ271百万円増加し、9,911百万円となりました。

これは主に当第１四半期純利益が392百万円となり、剰余金の配当が119百万円となったことによるものでありま

す。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 現時点で平成24年10月19日公表の予想に変更はありません。上記予想は本資料発表現在において入手可能な情報

に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。   

   

   

（１）四半期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。  

   

   

（２）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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年９月21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１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年９月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,038 8,539

売掛金 242 284

商品 6,144 7,038

その他 571 536

流動資産合計 16,997 16,399

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,363 8,177

土地 5,339 5,339

その他（純額） 1,307 1,257

有形固定資産合計 15,010 14,774

無形固定資産 1,149 1,157

投資その他の資産 4,214 4,215

固定資産合計 20,373 20,147

資産合計 37,370 36,547

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,548 7,103

1年内返済予定の長期借入金 2,268 12,408

未払法人税等 1,342 332

賞与引当金 387 152

その他 1,359 1,652

流動負債合計 11,907 21,649

固定負債   

長期借入金 11,369 507

退職給付引当金 830 869

資産除去債務 1,881 1,889

その他 1,742 1,719

固定負債合計 15,823 4,986

負債合計 27,730 26,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,358 1,358

資本剰余金 1,518 1,518

利益剰余金 6,766 7,038

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,643 9,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △4

評価・換算差額等合計 △3 △4

純資産合計 9,639 9,911

負債純資産合計 37,370 36,547
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年９月21日 
 至 平成24年12月20日) 

売上高 19,234 19,183

売上原価 15,380 15,320

売上総利益 3,854 3,863

販売費及び一般管理費 3,139 3,206

営業利益 714 656

営業外収益   

受取手数料 25 27

助成金収入 12 22

その他 12 15

営業外収益合計 50 65

営業外費用   

支払利息 58 57

その他 24 17

営業外費用合計 83 75

経常利益 681 646

税引前四半期純利益 681 646

法人税、住民税及び事業税 471 315

法人税等調整額 85 △61

法人税等合計 556 253

四半期純利益 124 392
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

（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

（５）セグメント情報等
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