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1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年6月30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3四半期 69,376 8.8 1,809 215.9 2,145 168.6 1,162 143.1

25年9月期第3四半期 63,790 5.8 572 △67.3 798 △60.6 478 △46.3

（注）包括利益 26年9月期第3四半期 1,169百万円 （108.6％） 25年9月期第3四半期 560百万円 （△35.1％）

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3四半期 107.71 ―

25年9月期第3四半期 44.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年9月期第3四半期 40,013 20,514 51.2

25年9月期 38,391 19,528 50.8

（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 20,491百万円 25年9月期 19,508百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00

26年9月期 ― 8.50 ―

26年9月期（予想） 8.50 17.00

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 ： 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 90,000 4.5 1,800 125.9 2,100 86.6 1,050 37.3 97.27



(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 ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(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報告書の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

法に基づく四半期報告書のレビュー手続は完了しています。

※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予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。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「（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3Q 10,796,793 株 25年9月期 10,796,793 株

② 期末自己株式数 26年9月期3Q 1,563 株 25年9月期 1,533 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期3Q 10,795,244 株 25年9月期3Q 10,795,334 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策・金融政策と米国等の景気回復により輸出関

連企業を中心に緩やかな回復基調が継続したものの、限定的ながらも消費税増税後の反動による個人消費の落ち込

みが見られ、一方、ウクライナ情勢やパレスチナ情勢等欧米を巻き込んだ国際経済の不安が緊迫感を増し、中国を

はじめとする新興国経済の減速等経済の先行きに不透明感が拭えない状況が続いております。 

スーパーマーケット業界におきましては、電力料金の値上げ、消費税増税などを背景とした消費者の生活防衛意

識に根差す節約志向が一層高まり、円高による原材料価格や各種コストの上昇、他業態を含む競合他社の出店攻勢

や価格戦略などの販売施策が実施されるなど、経営環境はますます厳しくなっております。 

このような情勢の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、「ディスティネーション・ストアの構築」を営

業スローガンとして、これまで以上にお客様の立場に立った商品政策や売場展開、お客様に信頼される接客に努

め、お客様視点での魅力ある店舗づくりを強力に推進してまいりました。 

営業面におきましては、「品質の向上」「仕掛け作り」「情報提案」「地域密着」の４つの重点テーマをもと

に、店舗における販売計画の精度向上による「個店力」強化を行ってまいりました。また、平成26年４月に埼玉県

川越市へ物流センターを移転いたしました。 

店舗展開におきましては、平成25年10月に松戸古ヶ崎店（千葉県松戸市）、同12月に南中野店（埼玉県さいたま

市見沼区）、平成26年３月にビバ春日部店（埼玉県春日部市）をオープンいたしました。店舗の改装は、平成25年

11月に所沢山口店、平成26年１月に菖蒲店、同３月に稲毛長沼店、同５月に昭島中神店において実施いたしまし

た。また、マミーサービス㈱において平成25年10月に彩愛メモリアル「土呂ホール」（埼玉県さいたま市北区）を

オープンいたしました。したがって、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は、温浴事業及び葬祭事業を含め70店

舗となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結営業成績は、売上 高百万円（前年同期比 ％増）、営業利

益 百万円（同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益は解約補償金を 百万円

計上した結果、 百万円（同 ％増）となりました。 

  

セグメント別の営業の状況は以下のとおりです。 

［スーパーマーケット事業］ 

当第３四半期連結累計期間は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益 百万円（同

％増）となりました。 

［その他の事業］ 

売上高 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント損失 百万円（前年同期はセグメント利益９百万円）とな

りました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となり

ました。これは主に、クレジットカードによる決済が可能になったことにより売掛金が増加したこと及び新規出店

に伴う固定資産の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、借入金が減少し、リ

ース債務及び未払法人税等が増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し 百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計

によるものであります。   

   

   

（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、平成26年５月15日に公表いたしました「業績予想と実績との差異及び業績予想の

修正に関するお知らせ」で発表した数値から変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

69,376 8.8

1,809 215.9 2,145 168.6 167

1,162 143.1

68,843 8.8 1,822

223.7

536 5.5 12

1,621 40,013

635 19,498

986 20,514
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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 

 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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

   

（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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,729 1,768

売掛金 48 381

商品 1,781 2,112

貯蔵品 15 12

未収還付法人税等 141 －

繰延税金資産 551 551

その他 1,156 1,131

流動資産合計 5,424 5,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,614 10,178

機械装置及び運搬具（純額） 364 317

土地 9,674 9,674

リース資産（純額） － 534

建設仮勘定 1,003 645

その他（純額） 1,539 1,579

有形固定資産合計 22,196 22,930

無形固定資産 257 231

投資その他の資産   

投資有価証券 366 372

長期貸付金 433 263

差入保証金 7,388 7,841

賃貸不動産（純額） 372 370

繰延税金資産 1,156 1,156

その他 843 889

貸倒引当金 △48 －

投資その他の資産合計 10,513 10,893

固定資産合計 32,967 34,055

資産合計 38,391 40,013
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,783 5,028

短期借入金 3,223 1,605

1年内返済予定の長期借入金 1,276 1,607

リース債務 － 53

未払費用 1,534 1,641

未払法人税等 19 687

ポイント引当金 698 682

賞与引当金 372 135

その他 505 757

流動負債合計 12,415 12,200

固定負債   

長期借入金 2,920 3,310

リース債務 － 482

長期預り保証金 1,501 1,403

転貸損失引当金 86 75

退職給付引当金 847 893

役員退職慰労引当金 710 749

資産除去債務 370 374

その他 10 8

固定負債合計 6,447 7,298

負債合計 18,863 19,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,660 2,660

資本剰余金 2,856 2,856

利益剰余金 13,911 14,890

自己株式 △1 △1

株主資本合計 19,426 20,405

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 81 86

その他の包括利益累計額合計 81 86

少数株主持分 20 22

純資産合計 19,528 20,514

負債純資産合計 38,391 40,013
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 63,790 69,376

売上原価 48,630 51,900

売上総利益 15,160 17,476

営業収入 946 960

営業総利益 16,106 18,436

販売費及び一般管理費 15,534 16,626

営業利益 572 1,809

営業外収益   

受取利息 44 47

受取配当金 7 6

不動産賃貸料 160 118

受取手数料 108 121

その他 122 190

営業外収益合計 442 484

営業外費用   

支払利息 21 23

不動産賃貸費用 173 111

その他 22 13

営業外費用合計 216 148

経常利益 798 2,145

特別利益   

固定資産売却益 92 －

貸倒引当金戻入額 20 48

役員退職慰労引当金戻入額 28 －

資産除去債務戻入益 37 －

その他 14 －

特別利益合計 192 48

特別損失   

固定資産除却損 15 7

賃貸借契約解約損 80 －

解約補償金 － 167

和解金 － 20

特別損失合計 95 195

税金等調整前四半期純利益 895 1,998

法人税等合計 414 833

少数株主損益調整前四半期純利益 481 1,165

少数株主利益 3 2

四半期純利益 478 1,162
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 481 1,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 79 4

その他の包括利益合計 79 4

四半期包括利益 560 1,169

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 557 1,167

少数株主に係る四半期包括利益 3 2
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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）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）
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