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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12月31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 ％

26年9月期第1四半期 22,215 0.4 436 △12.2 492 △11.1 294 △11.6
25年9月期第1四半期 22,118 △5.1 497 7.0 553 6.9 332 59.9

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 318百万円 （△19.7％） 25年9月期第1四半期 396百万円 （116.8％）

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

26年9月期第1四半期 19.07 ―
25年9月期第1四半期 21.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年9月期第1四半期 55,244 39,460 71.4 2,559.17
25年9月期 48,291 39,263 81.3 2,545.79
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 39,460百万円 25年9月期 39,263百万円

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

25年9月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 7.75 ― 7.75 15.50

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30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) 42,000 0.1 680 1.0 785 0.7 465 0.5 30.16
通期 84,800 0.4 1,200 6.4 1,425 5.4 750 ― 48.64



(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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続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 
（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Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※ 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 ： 無
②①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） 26年9月期1Q 15,675,000 株 25年9月期 15,675,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 255,667 株 25年9月期 252,017 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 15,420,727 株 25年9月期1Q 15,428,545 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安を追い風とした輸出産業を中心とする企業業績の改善等

により株価の上昇が進み、個人消費についても株高による資産効果や心理の好転により高額品の消費が増えるなど

回復の動きが見られました。 

  食品スーパー業界におきましては、消費マインドが改善するなど明るさも見えましたが、一方で、円安によるエ

ネルギーや輸入食品価格の上昇が家計の負担増となっており、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を４ヶ店（桧原店、東油山店、那珂川店、玉名店）で行

い、既存店の活性化を図るとともに、非効率店舗を２ヶ店（佐賀店、東那珂店）閉店するなど経営資源の効率化に

努めてまいりました。 

 以上により、売上高については前年同四半期並みを確保することができましたが、利益面においては生鮮食品の

相場高による売上総利益率の悪化や電気料金の値上がり等による経費増により前年同四半期を下回ることとなりま

した。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高222億15百万円（前年同四半期比0.4％増）、営業収入72

百万円（同2.3％増）、営業利益４億36百万円（同12.2％減）、経常利益４億92百万円（同11.1％減）、四半期純

利益２億94百万円（同11.6％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は166億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ68億95百万円

増加いたしました。この主な理由は、現金及び預金が66億30百万円増加したことによるものであります。これは当

第１四半期連結会計期間末が金融機関の休業日であったため、買掛金等の支払が第２四半期連結会計期間になった

ことによるものであります。固定資産は385億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円増加いたしまし

た。これは主に既存店の改装を４ヶ店行ったことで有形固定資産が40百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、552億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ69億53百万円増加いたしました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は141億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億38百万円

増加いたしました。これは主に買掛金が上記の理由により62億32百万円増加したことによるものであります。固定

負債は16億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ17百万円増加いたしました。これは主に預り敷金が10百万円

増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、157億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億56百万円増加いたしました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は394億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億97百万円増

加いたしました。この主な増加要因は四半期純利益２億94百万円であり、減少要因は剰余金の配当１億19百万円で

あります。 

この結果、自己資本比率は71.4％（前連結会計年度末は81.3％）となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、平成25年11月15日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の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 

  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（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25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,592,384 12,223,362

売掛金 10,613 10,305

商品 3,420,016 3,721,085

繰延税金資産 139,436 39,701

その他 634,715 697,983

流動資産合計 9,797,167 16,692,438

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,256,668 10,203,978

土地 24,711,146 24,711,146

その他（純額） 507,906 601,170

有形固定資産合計 35,475,721 35,516,295

無形固定資産 91,864 84,416

投資その他の資産   

投資有価証券 653,061 682,505

繰延税金資産 858,462 858,211

その他 1,414,882 1,410,325

投資その他の資産合計 2,926,406 2,951,042

固定資産合計 38,493,992 38,551,754

資産合計 48,291,159 55,244,192

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,199,422 11,431,494

短期借入金 315,000 614,000

未払法人税等 327,972 105,269

賞与引当金 189,568 36,781

その他 1,343,869 1,926,433

流動負債合計 7,375,832 14,113,979

固定負債   

退職給付引当金 1,095,590 1,099,832

役員退職慰労引当金 137,375 139,812

資産除去債務 305,790 306,966

預り敷金 112,964 122,964

固定負債合計 1,651,720 1,669,575

負債合計 9,027,552 15,783,554
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,931 6,599,931

利益剰余金 26,734,275 26,908,871

自己株式 △128,924 △130,808

株主資本合計 39,201,483 39,374,194

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 62,122 86,443

その他の包括利益累計額合計 62,122 86,443

純資産合計 39,263,606 39,460,637

負債純資産合計 48,291,159 55,244,192
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 22,118,980 22,215,079

売上原価 17,469,037 17,591,164

売上総利益 4,649,942 4,623,915

営業収入 70,670 72,320

営業総利益 4,720,612 4,696,235

販売費及び一般管理費 4,222,929 4,259,419

営業利益 497,683 436,815

営業外収益   

受取利息 1,014 974

受取配当金 4,362 5,073

受取手数料 24,705 24,513

その他 27,305 26,289

営業外収益合計 57,387 56,850

営業外費用   

支払利息 1,097 248

その他 0 770

営業外費用合計 1,097 1,019

経常利益 553,973 492,647

特別利益   

固定資産売却益 206 894

投資有価証券売却益 113 －

特別利益合計 320 894

特別損失   

固定資産除却損 178 10,704

固定資産売却損 4,308 3,644

投資有価証券売却損 7,183 －

特別損失合計 11,669 14,348

税金等調整前四半期純利益 542,623 479,193

法人税、住民税及び事業税 124,299 90,207

法人税等調整額 85,678 94,862

法人税等合計 209,978 185,069

少数株主損益調整前四半期純利益 332,645 294,123

四半期純利益 332,645 294,123
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 332,645 294,123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 64,075 24,321

その他の包括利益合計 64,075 24,321

四半期包括利益 396,720 318,444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 396,720 318,444

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

当社グループは、報告セグメントが小売業のみであり、当社の業績における「その他」の重要性が乏しいため、記

載を省略しております。なお、「その他」には、テナント等への不動産賃貸業が含まれております。 

   

販売実績  

当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４．補足情報

事業の種類 

売上高 営業収入 合計 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

菓子  2,383,627  △1.5  －  －  2,383,627  △1.5

食品  12,800,253  △1.0  －  －  12,800,253  △1.0

雑貨  954,286  8.1  －  －  954,286  8.1

鮮魚  2,043,664  0.3  －  －  2,043,664  0.3

青果  1,843,734  9.5  －  －  1,843,734  9.5

精肉  2,107,390  1.3  －  －  2,107,390  1.3

薬品  82,123  4.7  －  －  82,123  4.7

小売業計  22,215,079  0.4  －  －  22,215,079  0.4

その他の事業計  －  －  72,320  2.3  72,320  2.3

合計  22,215,079  0.4  72,320  2.3  22,287,399  0.4
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