
平成24年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年4月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大黒天物産株式会社 上場取引所 東 

コード番号 2791 URL http://www.e-dkt.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大賀 昭司

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 川田 知博 TEL 086-435-1100
四半期報告書提出予定日 平成24年4月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年5月期第3四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成24年2月29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 ％

24年5月期第3四半期 71,874 9.7 3,294 △9.9 3,311 △9.2 1,618 △10.1

23年5月期第3四半期 65,507 11.4 3,655 6.9 3,647 6.8 1,800 △0.8

（注）包括利益 24年5月期第3四半期 1,625百万円 （△10.0％） 23年5月期第3四半期 1,805百万円 （―％）

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

24年5月期第3四半期 115.55 ―

23年5月期第3四半期 128.53 128.52

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第3四半期 27,028 16,333 60.3
23年5月期 27,978 14,932 53.3

（参考） 自己資本   24年5月期第3四半期  16,309百万円 23年5月期  14,914百万円

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

23年5月期 ― ― ― 16.00 16.00
24年5月期 ― 0.00 ―

24年5月期（予想） 16.00 16.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 97,800 9.4 4,600 △0.3 4,620 0.6 2,250 0.4 160.59



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。尚、上記予想に関する事項は、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 

4.  その他

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） 24年5月期3Q 14,399,000 株 23年5月期 14,399,000 株

② 期末自己株式数 24年5月期3Q 388,987 株 23年5月期 388,965 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期3Q 14,010,021 株 23年5月期3Q 14,010,037 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなか

で、緩やかに持ち直しがみられるものの、円高の影響や株価の低迷、欧州の政府債務危機を背景とした世界経済の

減速懸念などの要因により、先行きに対する不透明感が強まっております。 

 小売業界におきましては、長引く景気低迷から消費者の節約志向が恒常化し、加えて業種・業態を超えた価格競

争の激化によ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中、当社グループでは新規出店として６月にディオ庭瀬店（岡山市北区）、７月にディオ

熊野店（広島県安芸郡熊野町）、８月にラ・ムー泉南北野店（大阪府泉南市）、９月にディオ大東店（大阪府大東

市）、11月にラ・ムーチャチャ店（岡山県倉敷市）、１月にラ・ムー西条店（広島県東広島市）、２月にラ・ムー

可部店（広島市安佐北区）の７店舗を出店いたしました。また、既存店のリニューアルとして、ディオ真備店（岡

山県倉敷市）とディオ井原店（岡山県井原市）を11月に実施いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は718億７千４百万円（前年同期比9.7％増）、経常利益は 

33億１千１百万円（前年同期比9.2％減）、四半期純利益は16億１千８百万円（前年同期比10.1％減）となりまし 

た。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、270億２千８百万円となり前連結会計年度末に比べて９億５千万円の 

減少となりました。その主な要因は、法人税等の支払等により現金及び預金が25億１千万円減少したこと等により

流動資産が24億４千２百万円減少した一方、建物及び構築物が７億９千５百万円増加したこと等により、固定資産

が12億５千６百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、106億９千４百万円となり前連結会計年度末に比べ23億５千２百万円の減少となりました。その主な要

因は、支払手形及び買掛金が６億９千４百万円、未払法人税等が10億１千１百万円、短期借入金が４億円、長期借

入金が２億円とそれぞれ減少したことによるものであります。 

 純資産は、163億３千３百万円となり前連結会計年度末に比べ14億１百万円の増加となりました。その主な要因

は、利益剰余金が13億９千４百万円増加したことによるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月期通期業績予想につきましては、本日（平成24年４月４日）公表の「通期業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。   

   

（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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,227,551 5,716,797

受取手形及び売掛金 59,472 39,705

商品及び製品 2,131,167 2,465,014

原材料及び貯蔵品 49,182 44,938

その他 1,638,334 1,392,631

貸倒引当金 △5,853 △1,913

流動資産合計 12,099,855 9,657,175

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,814,206 8,609,431

土地 1,964,800 1,965,819

その他（純額） 1,554,965 2,014,879

有形固定資産合計 11,333,972 12,590,131

無形固定資産 56,039 170,310

投資その他の資産   

建設協力金 1,279,806 1,286,698

差入保証金 1,629,976 1,705,982

その他 1,579,111 1,617,844

貸倒引当金 △10 △11

投資その他の資産合計 4,488,885 4,610,513

固定資産合計 15,878,897 17,370,954

資産合計 27,978,752 27,028,130
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,186,520 5,491,682

短期借入金 800,000 400,000

未払法人税等 1,275,559 263,955

賞与引当金 181,662 101,983

その他 2,089,007 1,921,635

流動負債合計 10,532,749 8,179,255

固定負債   

長期借入金 200,000 －

資産除去債務 808,590 915,735

その他 1,505,252 1,599,584

固定負債合計 2,513,842 2,515,319

負債合計 13,046,591 10,694,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,548,089 1,548,089

資本剰余金 1,709,769 1,709,769

利益剰余金 11,967,428 13,362,151

自己株式 △311,655 △311,712

株主資本合計 14,913,631 16,308,297

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 751 1,394

その他の包括利益累計額合計 751 1,394

少数株主持分 17,777 23,862

純資産合計 14,932,160 16,333,554

負債純資産合計 27,978,752 27,028,130
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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22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第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) 

売上高 65,507,469 71,874,681

売上原価 50,750,684 55,513,636

売上総利益 14,756,785 16,361,045

販売費及び一般管理費 11,100,891 13,066,592

営業利益 3,655,893 3,294,453

営業外収益   

受取利息 21,476 17,717

受取配当金 422 410

違約金収入 541 17,383

受取補償金 2,392 13,618

その他 5,457 12,257

営業外収益合計 30,291 61,386

営業外費用   

支払利息 37,915 37,562

その他 764 6,693

営業外費用合計 38,679 44,255

経常利益 3,647,505 3,311,584

特別利益   

投資有価証券売却益 713 －

特別利益合計 713 －

特別損失   

固定資産除却損 6,733 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 259,471 －

特別損失合計 266,204 －

税金等調整前四半期純利益 3,382,014 3,311,584

法人税、住民税及び事業税 1,552,936 1,403,847

法人税等調整額 23,112 282,768

法人税等合計 1,576,048 1,686,615

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,965 1,624,968

少数株主利益 5,199 6,085

四半期純利益 1,800,765 1,618,883
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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22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,805,965 1,624,968

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △419 642

その他の包括利益合計 △419 642

四半期包括利益 1,805,545 1,625,611

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,800,346 1,619,525

少数株主に係る四半期包括利益 5,199 6,085
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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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