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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年3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2四半期 42,432 1.1 796 18.4 915 17.4 950 105.5
25年9月期第2四半期 41,953 △4.7 673 △16.0 779 △13.3 462 7.8

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 916百万円 （38.2％） 25年9月期第2四半期 663百万円 （46.5％）

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

26年9月期第2四半期 61.64 ―
25年9月期第2四半期 29.98 ―

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2四半期 49,398 40,058 81.1 2,598.05
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2四半期 40,058百万円 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 ― 7.75
26年9月期（予想） ― 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、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 ： 有 
 連結業績予想の修正については、本日（平成26年４月30日）公表いたしました「平成26年９月期 第２四半期（累計）業績予想数値と実績値との差異及び法人
税等調整額の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 84,800 0.4 1,200 6.4 1,425 5.4 1,150 ― 74.59



(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.３「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
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） 26年9月期2Q 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2Q 256,517 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2Q 15,419,711 株 25年9月期2Q 15,427,848 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の下振れが国内景気を下押しするリスク等の不安定

要因もありましたが、企業業績や雇用情勢に改善が見られ、内需が堅調に推移するなど緩やかな回復基調となりま

した。 

  食品スーパー業界におきましては、個人消費に明るさが見える中で消費税増税前の駆け込み需要が加わり、売上

高については概ね順調に推移いたしましたが、市場シェア獲得のための価格競争、出店競争が続いており、先行き

は依然として不透明な状況となっております。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を６ヶ店（警弥郷店、桧原店、東油山店、日野店、那珂川

店、玉名店）で行い、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、売上高について前年同四半期を上回り、経常利益までの利益面におきましても、電気料金の値上が

り等により経費が増加したものの、売上高経常利益率の改善により増益となりました。 

 四半期純利益につきましては、当第２四半期連結累計期間において、繰延税金資産の回収可能性を見直した結

果、法人税等調整額△392百万円を計上したことで大幅な増益となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は424億32百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業収入は１億45

百万円（同4.9％増）、営業利益は７億96百万円（同18.4％増）、経常利益は９億15百万円（同17.4％増）、四半

期純利益は９億50百万円（同105.5％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における流動資産は105億75百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億78

百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が11億90百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は388億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億28百万円増加いたしました。これは主に

繰延税金資産が、上述のとおり回収可能性を見直したことで４億22百万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493億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億７百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は76億57百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億81百

万円増加いたしました。この主な増加要因は買掛金が５億17百万円増加したことであり、減少要因は短期借入金

が３億15百万円減少したことであります。なお、当第２四半期連結会計期間において有利子負債を全額返済し、

完全無借金経営となりました。 

 固定負債は16億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して31百万円増加いたしました。これは主に退職給

付引当金が15百万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93億40百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億12百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は400億58百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億94百

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９億50百万円であり、主な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81.1％（前連結会計年度末は81.3％）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は41億46百万円となり、

前連結会計年度末と比較して11億90百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は20億94百万円（前年同四半期は41億30百万円の使用）となりました。この主

な増加要因は、税金等調整前四半期純利益８億93百万円、減価償却費５億40百万円、仕入債務の増加額５億17百

万円、たな卸資産の減少額４億57百万円であり、減少要因は法人税等の支払額２億98百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は４億67百万円（前年同四半期比123.6％増）となりました。この主な減少要

因は有形固定資産の取得による支出４億60百万円、定期預金の預入による支出１億30百万円であり、増加要因は

定期預金の払戻による収入１億30百万円であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は４億36百万円（同18.5％減）となりました。この主な要因は長期借入金の返

済による支出３億15百万円、配当金の支払額１億19百万円であります。 

   

（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、税金費用の減少により当期純利益について当初計画を上回る見通しであることか

ら、通期の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成26年４月30日）公表いたしました「平成26年９月期 第２四半期（累計）業績

予想数値と実績値との差異及び法人税等調整額の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

（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。 

   

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２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,592,384 6,783,084

売掛金 10,613 9,063

商品 3,420,016 2,970,646

繰延税金資産 139,436 110,185

その他 634,715 703,006

流動資産合計 9,797,167 10,575,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,256,668 10,084,785

土地 24,711,146 24,711,146

その他（純額） 507,906 637,823

有形固定資産合計 35,475,721 35,433,755

無形固定資産 91,864 83,753

投資その他の資産   

投資有価証券 653,061 618,120

繰延税金資産 858,462 1,280,733

その他 1,414,882 1,405,908

投資その他の資産合計 2,926,406 3,304,762

固定資産合計 38,493,992 38,822,271

資産合計 48,291,159 49,398,258

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,199,422 5,717,056

短期借入金 315,000 －

未払法人税等 327,972 365,150

賞与引当金 189,568 142,961

その他 1,343,869 1,431,978

流動負債合計 7,375,832 7,657,146

固定負債   

退職給付引当金 1,095,590 1,111,247

役員退職慰労引当金 137,375 142,250

資産除去債務 305,790 308,146

預り敷金 112,964 121,464

固定負債合計 1,651,720 1,683,108

負債合計 9,027,552 9,340,254
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年３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 27,565,163

自己株式 △128,924 △131,247

株主資本合計 39,201,483 40,030,046

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 27,956

その他の包括利益累計額合計 62,122 27,956

純資産合計 39,263,606 40,058,003

負債純資産合計 48,291,159 49,398,258
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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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 41,953,322 42,432,253

売上原価 33,201,507 33,509,740

売上総利益 8,751,815 8,922,512

営業収入 139,130 145,938

営業総利益 8,890,945 9,068,450

販売費及び一般管理費 8,217,691 8,271,615

営業利益 673,254 796,835

営業外収益   

受取利息 1,993 1,926

受取配当金 7,147 15,375

受取手数料 48,182 47,854

その他 51,981 55,316

営業外収益合計 109,304 120,473

営業外費用   

支払利息 2,478 498

その他 406 1,472

営業外費用合計 2,884 1,971

経常利益 779,674 915,336

特別利益   

固定資産売却益 206 1,289

投資有価証券売却益 113 －

特別利益合計 320 1,289

特別損失   

固定資産除却損 4,211 17,974

固定資産売却損 4,308 4,912

投資有価証券売却損 7,183 －

特別損失合計 15,703 22,886

税金等調整前四半期純利益 764,291 893,739

法人税、住民税及び事業税 296,919 335,569

法人税等調整額 4,787 △392,245

法人税等合計 301,706 △56,675

少数株主損益調整前四半期純利益 462,585 950,415

四半期純利益 462,585 950,415
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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24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 462,585 950,415

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 200,623 △34,166

その他の包括利益合計 200,623 △34,166

四半期包括利益 663,208 916,249

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 663,208 916,249
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 764,291 893,739

減価償却費 550,760 540,712

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,370 △46,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,448 15,657

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,875 4,875

受取利息及び受取配当金 △9,141 △17,302

支払利息 2,478 498

投資有価証券売却損益（△は益） 7,069 －

固定資産除却損 4,211 17,974

固定資産売却損益（△は益） 4,101 3,622

売上債権の増減額（△は増加） 847 1,550

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,253 457,594

仕入債務の増減額（△は減少） △4,761,335 517,633

その他 △361,733 △12,289

小計 △3,944,751 2,377,660

利息及び配当金の受取額 7,513 15,818

利息の支払額 △2,511 △525

法人税等の支払額 △190,517 △298,123

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,130,266 2,094,830

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △140,112 △130,056

定期預金の払戻による収入 40,112 130,056

有形固定資産の取得による支出 △189,155 △460,837

有形固定資産の売却による収入 626 1,421

無形固定資産の取得による支出 △3,982 △14,150

投資有価証券の売却及び償還による収入 72,093 －

その他 11,483 6,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △208,933 △467,221

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △416,700 △315,000

自己株式の取得による支出 △1,119 △2,323

配当金の支払額 △118,218 △119,585

財務活動によるキャッシュ・フロー △536,037 △436,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,875,238 1,190,699

現金及び現金同等物の期首残高 8,607,173 2,956,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,731,935 4,146,994
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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２四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。 

  

（４）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  4,746,832  △0.5  －  －  4,746,832  △0.5

食品  24,363,754  0.4  －  －  24,363,754  0.4

雑貨  1,858,438  13.4  －  －  1,858,438  13.4

鮮魚  3,817,173  △0.8  －  －  3,817,173  △0.8

青果  3,435,100  4.2  －  －  3,435,100  4.2

精肉  4,050,314  1.6  －  －  4,050,314  1.6

薬品  160,639  6.4  －  －  160,639  6.4

小売業計  42,432,253  1.1  －  －  42,432,253  1.1

その他の事業計  －  －  145,938  4.9  145,938  4.9

合計  42,432,253  1.1  145,938  4.9  42,578,191  1.2
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