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1.  平成25年9月期第3四半期の業績（平成24年9月21日～平成25年6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3四半期 58,726 △1.3 1,929 △13.0 1,885 △14.5 1,142 △7.5
24年9月期第3四半期 59,525 △3.1 2,219 △3.3 2,205 △1.8 1,234 ―

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3四半期 143.14 ―
24年9月期第3四半期 182.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第3四半期 35,875 10,543 29.4
24年9月期 37,370 9,639 25.8
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  10,543百万円 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 ― 15.00 ―
25年9月期（予想） 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、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   

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 79,160 △2.0 2,700 △8.8 2,660 △8.8 1,590 △2.2 199.25



(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3Q 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3Q 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3Q 7,979,811 株 24年9月期3Q 6,779,899 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的情報（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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融政策や各種経済対策への期待感から、円高の是

正や株価回復の動きもあり、景況感は徐々に穏やかな改善の兆しが見られるものの、不安定な海外経済や電気料の

値上げ等もあり、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

  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。また消費者は、株価上昇による資産

効果や消費マインドの好転を背景にして高額品消費に一部回復の兆しが見えるものの、依然雇用と賃金の先行きに

対する不安から、日々の買い物には慎重で、生活防衛意識を払拭するには至っておりません。 

  このような状況のもと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３四半期累計期間における経営成績は、売上高が58,726百万円（前年同四半期比1.3％減)とな

りました。一方、売上総利益は11,713百万円（前年同四半期比2.1％減）、営業利益は1,929百万円（前年同四半期

比13.0％減）、経常利益は1,885百万円（前年同四半期比14.5％減）及び四半期純利益は1,142百万円（前年同四半

期比7.5％減）となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ1,495百万円減少し、35,875百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が1,736百万円減少した一方、商品が447百万円増加したことによるものであります。

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ2,398百万円減少し、25,331百万円となりまし

た。これは主に未払法人税等が1,342百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ903百万円増加し、10,543百万円となりまし

た。これは主に当第３四半期純利益が1,142百万円となり、剰余金の配当が239百万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25年４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、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３四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３四半期会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,038 8,302

売掛金 242 271

商品 6,144 6,592

その他 571 471

流動資産合計 16,997 15,638

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,363 7,804

土地 5,339 5,339

その他（純額） 1,307 1,670

有形固定資産合計 15,010 14,813

無形固定資産 1,149 1,163

投資その他の資産 4,214 4,259

固定資産合計 20,373 20,236

資産合計 37,370 35,875

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,548 6,752

1年内返済予定の長期借入金 2,268 1,597

未払法人税等 1,342 －

賞与引当金 387 496

その他 1,359 1,453

流動負債合計 11,907 10,299

固定負債   

長期借入金 11,369 10,477

退職給付引当金 830 934

資産除去債務 1,881 1,906

その他 1,742 1,714

固定負債合計 15,823 15,032

負債合計 27,730 25,331

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 7,668

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,643 10,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3 △2

評価・換算差額等合計 △3 △2

純資産合計 9,639 10,543

負債純資産合計 37,370 35,875
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年９月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年９月21日 
 至 平成25年６月20日) 

売上高 59,525 58,726

売上原価 47,560 47,013

売上総利益 11,965 11,713

販売費及び一般管理費 9,746 9,783

営業利益 2,219 1,929

営業外収益   

受取手数料 77 82

助成金収入 13 49

その他 99 49

営業外収益合計 190 181

営業外費用   

支払利息 176 163

シンジケートローン手数料 14 50

その他 12 13

営業外費用合計 203 226

経常利益 2,205 1,885

特別利益   

受取損害賠償金 513 15

特別利益合計 513 15

税引前四半期純利益 2,719 1,900

法人税、住民税及び事業税 1,450 830

法人税等調整額 34 △71

法人税等合計 1,485 758

四半期純利益 1,234 1,142
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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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