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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

（注）営業収益は売上高に営業収入を加えたものです。 

(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 ％

24年3月期第1四半期 29,121 2.2 331 80.4 434 74.6 251 150.3
23年3月期第1四半期 28,487 2.5 183 △18.1 248 △16.0 100 △31.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 257百万円 （334.0％） 23年3月期第1四半期 59百万円 （―％）

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3月期第1四半期 8.90 ―
23年3月期第1四半期 3.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 52,648 25,370 48.2
23年3月期 52,217 25,338 48.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  25,370百万円 23年3月期  25,338百万円

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3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 58,470 1.4 500 △11.3 620 △9.2 175 △39.9 6.19
通期 118,800 1.8 2,050 14.8 2,240 11.9 1,090 22.0 38.54
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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（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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きが実施中です。 

※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、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）２ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 28,740,954 株 23年3月期 28,740,954 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 459,112 株 23年3月期 459,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,281,842 株 23年3月期1Q 28,281,933 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境が低調に推移するなか、東日本大震災の影響に

よる商品供給の停滞と原子力発電所問題による電力使用制限等の間接的影響も重なり、景気全般に深刻な影響が懸念

される状況で推移いたしました。 

当小売業界においては、お客様の節約志向が一層高まるなか、大震災の影響による一部商品の原材料および包装資

材等の単価高騰と不安定な供給状態も影響し、経営環境は厳しいものとなりました。 

このような状況のもと、当社グループは、長期ビジョン「2020年、店舗数100店舗・年商2,000億円」の達成に向

け、次の３つのスローガンを掲げ、「関西スーパーがあるからここに住みたい」「関西スーパーがあって本当に良か

った」と思っていただける、その地域に“なくてはならないスーパーマーケット（地域一番店）”の実現を目指して

まいりました。 

１つ目は、強い関西スーパーマーケットの実現であります。従業員一人ひとりが店舗競争力強化を目指し、一品一

品の鮮度と品質をチェックし、本当に良い商品だけを提供できる状態の徹底と元気で明るく、親切で気持ちの良い接

客に注力いたしました。 

２つ目は、地域になくてはならない店の実現であります。「食を守り」「食を育み」「食を楽しむ」をキャッチフ

レーズに、食を通じてお客様の健全で健康な生活に貢献するため、店舗を情報発信の場として地域貢献に積極的に取

り組むとともに、メーカー、国内・国外産地および地場など、あらゆる市場を把握し、鮮度・品質・味がよく安全・

安心な商品を安定供給し続けることに注力いたしました。 

３つ目は、ローコストオペレーションの実現であります。費用対効果の検証を行い、コスト・マネジメントの実践

を徹底いたしました。 

店舗の新設については、平成23年５月に念願でありました奈良県に第１号店となる奈良三条店（奈良県奈良市）を

開店いたしました。 

既存店強化策としては、平成23年４月に住之江店（大阪市住之江区）、５月に浜松原店（兵庫県西宮市）の売場改

装を行い店舗の活性化を図りました。 

当社グループは地域密着企業として、環境保全活動および社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。 

環境保全活動として、改正食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」（食品リサイクルループ）の認定を農

林水産省と環境省から神戸市内の２店舗で取得いたしました。 

社会貢献活動においては、東日本大震災の被災地への支援活動として、サービスカウンターでの募金活動に加え、

平成23年４月22日より９月30日までの期間中、毎週金曜日の全店売上高の１％相当を義援金として、被災地へお届け

することを決定いたしております。また、昨年宮崎県で発生した口蹄疫により大きな被害を受けた畜産事業への支援

金を宮崎県へ寄付いたしました。 

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の営業収益は291億21百万円（前年同期比2.2％増）、営

業利益は３億31百万円（前年同期比80.4％増）、経常利益は４億34百万円（前年同期比74.6％増）、四半期純利益は

２億51百万円（前年同期比150.3％増）となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は526億48百万円となり、前連結会年度末比４億31百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、有価証券の増加額12億円、流動資産のその他（未収入金）の減少額８億15百万円によるもので

あります。 

なお、純資産は253億70百万円となり、前連結会計年度末比31百万円の増加となりました。 

その主な要因は、利益剰余金の増加額25百万円、その他有価証券評価差額金の増加額６百万円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 

第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成23年４月28日の決算短信で公表いたしま

した連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

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（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,752,605 3,882,400

売掛金 944,424 889,225

有価証券 3,100,000 4,300,000

商品 2,218,013 2,360,232

貯蔵品 44,778 42,998

その他 2,124,411 1,325,632

貸倒引当金 △7,315 △7,315

流動資産合計 12,176,917 12,793,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,162,155 7,029,637

土地 15,090,072 14,979,272

その他（純額） 2,235,399 2,504,519

有形固定資産合計 24,487,628 24,513,429

無形固定資産 272,011 260,822

投資その他の資産   

差入保証金 9,308,168 9,118,715

その他 6,413,459 6,401,887

貸倒引当金 △441,141 △439,543

投資その他の資産合計 15,280,486 15,081,060

固定資産合計 40,040,126 39,855,312

資産合計 52,217,043 52,648,485
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,870,376 6,777,122

短期借入金 1,450,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 850,000 890,000

未払法人税等 562,512 82,959

賞与引当金 713,536 274,397

その他 3,092,623 4,249,734

流動負債合計 13,539,048 13,724,213

固定負債   

長期借入金 7,137,500 7,085,000

退職給付引当金 1,017,177 1,006,423

事業整理損失引当金 430,606 398,403

資産除去債務 83,784 86,478

その他 4,670,040 4,977,466

固定負債合計 13,339,108 13,553,771

負債合計 26,878,157 27,277,985

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,277,333 7,277,333

資本剰余金 8,321,237 8,321,237

利益剰余金 10,114,505 10,139,879

自己株式 △279,924 △279,924

株主資本合計 25,433,152 25,458,526

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △94,265 △88,026

その他の包括利益累計額合計 △94,265 △88,026

純資産合計 25,338,886 25,370,500

負債純資産合計 52,217,043 52,648,485
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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１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 27,953,550 28,591,815

売上原価 21,497,215 21,950,841

売上総利益 6,456,334 6,640,974

営業収入 533,682 530,086

営業総利益 6,990,017 7,171,060

販売費及び一般管理費 6,806,181 6,839,458

営業利益 183,835 331,602

営業外収益   

受取利息 5,836 7,090

受取配当金 21,581 20,653

受取手数料 33,394 35,676

テナント退店違約金受入益 1,800 31,450

その他 43,540 39,672

営業外収益合計 106,153 134,542

営業外費用   

支払利息 33,510 26,391

その他 7,729 5,535

営業外費用合計 41,239 31,927

経常利益 248,748 434,217

特別利益   

固定資産売却益 － 25,206

特別利益合計 － 25,206

特別損失   

固定資産除売却損 818 2,591

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 36,195 －

特別損失合計 37,013 2,591

税金等調整前四半期純利益 211,734 456,833

法人税、住民税及び事業税 52,238 56,022

法人税等調整額 58,977 149,181

法人税等合計 111,215 205,204

少数株主損益調整前四半期純利益 100,518 251,629

四半期純利益 100,518 251,629
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 100,518 251,629

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,101 6,239

その他の包括利益合計 △41,101 6,239

四半期包括利益 59,417 257,868

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,417 257,868
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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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