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1.  平成26年5月期第2四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年11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）

営業収益 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5月期第2四半期 16,840 1.6 36 △71.7 67 △51.4 15 △80.6
25年5月期第2四半期 16,570 0.7 129 81.3 138 140.3 78 ―

（注）包括利益 26年5月期第2四半期 33百万円 （△68.0％） 25年5月期第2四半期 105百万円 （541.0％）

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5月期第2四半期 1.12 ―
25年5月期第2四半期 5.79 ―

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5月期第2四半期 18,572 3,054 16.4 225.64
25年5月期 18,231 3,089 16.9 228.20
（参考） 自己資本   26年5月期第2四半期  3,054百万円 25年5月期  3,089百万円

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5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年5月期 ― 5.00
26年5月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5月31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   

営業収益 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 34,396 1.9 301 5.1 290 △6.5 147 43.2 10.86



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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
績予想のご利用に当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

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5月期2Q 13,774,249 株 25年5月期 13,774,249 株
② 期末自己株式数 26年5月期2Q 237,093 株 25年5月期 234,695 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期2Q 13,538,856 株 25年5月期2Q 13,541,869 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日本銀行による大胆な金融

政策により株価上昇や円安が進み、輸出企業を中心に景気回復への兆しが見られました。しかし、その

反面原材料価格、燃料費の上昇や新興国経済の成長鈍化などにより依然として先行き不透明な状況が続

いております。 

小売業界におきましても、消費税増税等を見据えた個人消費の生活防衛意識による節約志向及び同業

他社や他業態からの出店攻勢で価格競争の激化等もあり、ますます厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、食品を中心に地域に密着したスーパー

マーケットとして、お客様からの高い支持・信頼をいただけますよう、安心で安全な商品を提供するこ

とを第一に取組むとともに、「お客様へのおもてなし」を従業員教育の重点課題とし、顧客の創造及び

店舗の営業力強化を進め、引き続き衣料品・テナントを中心とした店舗の売場効率の見直しを行い、経

営の効率化をはかってまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は168億40百万円（前年同四半期比1.6％増）、営

業利益は36百万円（前年同四半期比71.7％減）、経常利益は67百万円（前年同四半期比51.4％減）、四

半期純利益は15百万円（前年同四半期比80.6%減）となりました。  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（流通事業）  

流通事業におきましては、お客様への利便性をはかるため、クレジットカードの利用できる店舗を拡

大し、また前連結会計年度より行っている既存店活性化のための大規模な改装を継続し、平成25年９月

に若松店の全面改装を実施いたしました。 

以上の結果、既存店の改装効果もあり流通事業の営業収益は168億17百万円（前年同四半期比1.6％

増）となりましたが、改装に伴う経費の増加などで営業利益は17百万円（前年同四半期比84.2％減）と

なりました。  

(サービス事業）  

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び駐車場等の施設警備業を営んでおり、効率的な店

舗の清掃業務及び店舗設備の保守業務、駐車場等の警備業務に努めてまいりました。  

以上の結果、サービス事業の営業収益は23百万円（前年同四半期比7.3％減）、営業利益は17百万円

（前年同四半期比3.0%減）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億16百万円増加し、43億72百万円となりました。これは主

に、商品１億29百万円の増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億25百万円増加し、141億86百万円となりました。これは主

に、有形固定資産99百万円の増加によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ３億40百万円増加し、185億72百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し、96億96百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金95百万円の減少によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ４億53百万円増加し、58億20百万円となりました。これは主

に、長期借入金５億６百万円の増加によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億75百万円増加し、155億17百万円となりまし

た。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ35百万円減少し、30億54百万円となり、自己資本比率は16.4％と

なりました。 

  

当期の業績につきましては、平成25年７月12日決算発表時の連結業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

 （イ）資産

 （ロ）負債    

 （ハ）純資産

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,886,451 1,902,301

受取手形及び売掛金 124,388 150,004

商品 1,186,185 1,315,539

貯蔵品 18,438 20,262

その他 939,802 984,028

流動資産合計 4,155,265 4,372,136

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,721,586 4,714,737

土地 4,137,765 4,193,955

その他（純額） 785,537 835,237

有形固定資産合計 9,644,889 9,743,930

無形固定資産 654,180 673,648

投資その他の資産

差入保証金 1,996,105 1,964,484

その他 1,766,134 1,804,917

投資その他の資産合計 3,762,239 3,769,401

固定資産合計 14,061,309 14,186,980

繰延資産 15,122 12,926

資産合計 18,231,696 18,572,042

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,313,989 3,218,873

短期借入金 3,950,000 4,150,000

未払法人税等 108,060 32,677

引当金 215,333 161,967

その他 2,187,064 2,133,457

流動負債合計 9,774,447 9,696,976

固定負債

社債 1,000,170 971,560

長期借入金 2,453,590 2,960,462

退職給付引当金 620,863 627,314

資産除去債務 226,344 228,721

その他 1,066,438 1,032,400

固定負債合計 5,367,406 5,820,458

負債合計 15,141,853 15,517,434
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 841,545 841,545

資本剰余金 790,395 790,395

利益剰余金 1,574,625 1,522,155

自己株式 △114,241 △115,472

株主資本合計 3,092,324 3,038,622

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,182 19,920

繰延ヘッジ損益 △4,663 △3,935

その他の包括利益累計額合計 △2,480 15,985

純資産合計 3,089,843 3,054,607

負債純資産合計 18,231,696 18,572,042
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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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

売上高 16,077,255 16,352,568

売上原価 11,926,917 12,142,931

売上総利益 4,150,338 4,209,636

営業収入 493,697 488,235

営業総利益 4,644,036 4,697,871

販売費及び一般管理費 4,514,589 4,661,207

営業利益 129,446 36,664

営業外収益

受取利息 5,590 6,138

受取配当金 9,588 9,498

持分法による投資利益 9,613 10,605

協賛金収入 2,173 11,210

その他 60,507 66,638

営業外収益合計 87,473 104,090

営業外費用

支払利息 63,829 59,512

その他 14,481 13,943

営業外費用合計 78,310 73,455

経常利益 138,610 67,299

特別利益

補助金収入 26,641 －

特別利益合計 26,641 －

特別損失

固定資産除売却損 20,873 30,144

投資有価証券売却損 9,866 －

特別損失合計 30,740 30,144

税金等調整前四半期純利益 134,511 37,154

法人税、住民税及び事業税 45,890 37,980

法人税等調整額 10,166 △16,052

法人税等合計 56,056 21,927

少数株主損益調整前四半期純利益 78,454 15,227

四半期純利益 78,454 15,227
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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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 78,454 15,227

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26,160 17,737

繰延ヘッジ損益 750 728

その他の包括利益合計 26,910 18,465

四半期包括利益 105,364 33,693

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 105,364 33,693

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30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 134,511 37,154

減価償却費 362,758 403,598

支払利息 63,829 59,512

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,810 △131,178

仕入債務の増減額（△は減少） △43,315 △95,116

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,411 △41,775

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,390 △11,590

固定資産除売却損益（△は益） 20,873 30,144

持分法による投資損益（△は益） △9,613 △10,605

その他 △67,751 △50,547

小計 351,678 189,597

利息及び配当金の受取額 15,179 15,636

利息の支払額 △65,046 △60,723

法人税等の支払額 △38,625 △103,955

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,185 40,555

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 △60,000 △60,000

有形固定資産の取得による支出 △308,260 △365,234

投資有価証券の取得による支出 △15,622 △10,000

投資有価証券の売却による収入 51,799 －

差入保証金の差入による支出 △102,051 △20,100

差入保証金の回収による収入 50,361 48,361

預り保証金の返還による支出 △53,143 △57,877

その他 △31,073 △54,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △467,991 △519,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 175,000 200,000

長期借入れによる収入 260,000 987,500

長期借入金の返済による支出 △399,478 △404,250

社債の発行による収入 163,560 97,140

社債の償還による支出 △150,400 △261,410

配当金の支払額 △67,726 △67,716

その他 △79,667 △116,690

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,712 434,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △303,518 △44,149

現金及び現金同等物の期首残高 1,575,626 1,226,451

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,272,108 1,182,301
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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