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1.  平成25年5月期第3四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成25年2月28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 ％

25年5月期第3四半期 25,132 0.5 180 4.2 201 29.0 104 ―
24年5月期第3四半期 25,009 2.2 173 42.1 155 13.3 △64 ―

（注）包括利益 25年5月期第3四半期 160百万円 （―％） 24年5月期第3四半期 △34百万円 （―％）

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5月期第3四半期 7.73 ―
24年5月期第3四半期 △4.76 ―

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

25年5月期第3四半期 17,976 3,089 17.1 228.19
24年5月期 18,156 3,065 16.8 226.35
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  3,089百万円 24年5月期  3,065百万円

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5月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年5月期 ― 5.00 ―
25年5月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25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 34,056 1.3 412 8.5 382 7.2 202 ― 14.93



(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。業績予測の前提となる条件及び業
績予測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）連結業績予測に関する定性的情報」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   ：  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5月期3Q 13,774,249 株 24年5月期 13,774,249 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 234,174 株 24年5月期 231,894 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 13,541,500 株 24年5月期3Q 13,543,931 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による景気の持ち直しの

動きが見られたものの、欧州の政府債務危機による海外経済の減速や、デフレの長期化等もあり、企業業

績や雇用環境は依然厳しく、景気の先行きは不透明な状況で推移してまいりました。政権交代以降は、円

高の是正、株価回復の動き及び政府の緊急経済対策などにより、一部に回復の兆しが表れてきました。  

小売業界におきましては、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、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３四半期連結累計期間の営業収益は251億32百万円（前年同四半期比0.5％増）、営業

利益は１億80百万円（前年同四半期比4.2％増）、経常利益は２億１百万円（前年同四半期比29.1％

増）、四半期純利益は１億４百万円（前年同四半期は四半期純損失64百万円）となりました。  

(流通事業） 

流通事業におきましては、営業企画として季節催事や、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮特

売市」をさらに充実させるとともに、お客様のお好きな商品を割引く「生活応援割引券」を配付する特別

企画を継続して大変好評を得ております。また、平成24年12月から「ドミー創業100周年記念セール」を

開始して、お値打商品の拡充及び抽選会やお客様ご招待企画セールを開催し、販売強化をしてまいりまし

た。生鮮食品につきましては、岡崎食品加工センターを増強したことにより生産量や品目の拡大をはか

り、安心・安全を第一に味・鮮度にこだわった商品の充実に努めました。一般食品につきましても、特色

のある「こだわり商品」の展開と当社独自のプライベートブランド商品の開発を進め、お客様の節約志向

に対応した戦略を推し進めました。寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカにおきましても、新商品の開

発や味・品質の追求をして差別化をはかり、店舗全体の集客力のアップに努めました。  

店舗の状況につきましては、平成24年７月に幸田店の衣料品売場を縮小してテナントを導入する改装を

いたし、同年９月に店舗老朽化の進んだ豊田山之手店の全面改装と同年12月に若林店の食品売場を増設す

るリニューアルをいたしました。  

以上の結果、流通事業の営業収益は250億95百万円（前年同四半期比0.5％増）、営業利益は１億51百万

円（前年同四半期比8.4％増）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、保険代理業（平成24年９月に他社へ譲渡）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36百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益は26百万円

（前年同四半期比13.9%増）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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総資産は、前連結会計年度末に比べ１億80百万円減少し、179億76百万円となりました。これは主に、

現金及び預金１億93百万円の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億４百万円減少し、148億86百万円となりました。これは主に、短

期借入金３億66百万円の増加があったものの、支払手形及び買掛金４億86百万円の減少によるものであり

ます。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ24百万円増加し、30億89百万円となり、自己資本比率は17.1%とな

りました。 

  

当期の業績につきましては、平成25年１月10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。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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

（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の概要
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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24年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,125,626 1,931,711

受取手形及び売掛金 92,993 69,548

商品 1,165,328 1,094,224

貯蔵品 18,738 19,822

その他 904,487 871,873

流動資産合計 4,307,174 3,987,179

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,715,392 4,677,900

土地 4,151,608 4,165,809

その他（純額） 631,118 710,039

有形固定資産合計 9,498,120 9,553,750

無形固定資産 663,578 645,705

投資その他の資産

差入保証金 1,941,604 1,996,783

その他 1,732,237 1,775,765

投資その他の資産合計 3,673,841 3,772,548

固定資産合計 13,835,540 13,972,003

繰延資産 13,391 16,838

資産合計 18,156,107 17,976,021

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,245,941 2,759,774

短期借入金 4,150,000 4,516,000

未払法人税等 44,575 9,763

引当金 219,788 101,584

その他 1,878,678 2,067,695

流動負債合計 9,538,984 9,454,818

固定負債

社債 1,345,800 1,070,180

長期借入金 2,325,966 2,509,163

退職給付引当金 601,287 619,648

資産除去債務 221,687 225,180

その他 1,057,042 1,007,297

固定負債合計 5,551,783 5,431,468

負債合計 15,090,767 14,886,286
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28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 1,607,272 1,576,531

自己株式 △112,820 △113,960

株主資本合計 3,126,391 3,094,511

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △54,345 156

繰延ヘッジ損益 △6,707 △4,933

その他の包括利益累計額合計 △61,052 △4,776

純資産合計 3,065,339 3,089,734

負債純資産合計 18,156,107 17,976,021
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成24年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年２月28日)

売上高 24,271,931 24,400,876

売上原価 18,042,066 18,121,428

売上総利益 6,229,864 6,279,447

営業収入 737,510 731,923

営業総利益 6,967,375 7,011,371

販売費及び一般管理費 6,793,922 6,830,553

営業利益 173,452 180,817

営業外収益

受取利息 8,968 8,847

受取配当金 11,584 11,914

持分法による投資利益 13,130 18,526

協賛金収入 5,257 16,701

その他 79,068 83,647

営業外収益合計 118,009 139,636

営業外費用

支払利息 102,305 96,436

その他 33,409 22,975

営業外費用合計 135,714 119,411

経常利益 155,747 201,042

特別利益

補助金収入 － 24,535

その他 － 894

特別利益合計 － 25,429

特別損失

減損損失 112,150 －

固定資産除売却損 21,843 36,118

投資有価証券売却損 4,332 9,937

店舗閉鎖損失 17,745 －

その他 4,000 300

特別損失合計 160,071 46,356

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△4,323 180,114

法人税、住民税及び事業税 51,320 53,927

法人税等調整額 8,918 21,509

法人税等合計 60,238 75,437

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△64,562 104,677

四半期純利益又は四半期純損失（△） △64,562 104,677
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成24年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△64,562 104,677

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28,908 54,502

繰延ヘッジ損益 1,334 1,774

その他の包括利益合計 30,242 56,276

四半期包括利益 △34,320 160,954

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,320 160,954

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。 

  

  

  

  

  

（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
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