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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31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9月期第2四半期 15,792 5.7 408 3.3 379 4.1 231 23.1
23年9月期第2四半期 14,940 2.8 395 2.4 363 2.6 188 △29.1

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 229百万円 （20.9％） 23年9月期第2四半期 190百万円 （―％）

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9月期第2四半期 57.96 ―

23年9月期第2四半期 47.07 ―

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

24年9月期第2四半期 14,721 5,325 36.2 1,332.14
23年9月期 14,559 5,155 35.4 1,289.66

（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  5,325百万円 23年9月期  5,155百万円

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9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

24年9月期 ― 0.00

24年9月期（予想） ― 15.00 15.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24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 31,646 5.9 737 2.9 665 1.5 365 7.8 91.50



(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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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Ｐ.２「１．当四半期決算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」をご覧くださ
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9月期2Q 4,003,320 株 23年9月期 4,003,320 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 5,829 株 23年9月期 5,829 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 3,997,491 株 23年9月期2Q 3,997,552 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年10月１日～平成24年３月31日）におけるわが国経済は、昨年秋以降の停滞

感から抜け出し、年明けから東日本大震災の復興需要による内需の支え、米国景気の復調や円高による輸出の好転

などにより、緩やかな回復基調を探る展開となりました。 

 当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻くスーパーマーケット業界は、家庭内で食事をする「内食」傾向

の定着など追い風があったものの、勤労者世帯の可処分所得の減少や年金問題など家計の将来不安により、消費者

の低価格志向と日常生活での引き締めが強まり、引き続き厳しい経営環境にありました。 

 このような経営環境のもとで当社グループは、産地や商品の見直しによる商品開発の強化、適材適所の人員配置

など店舗オペレーションの改善による販売管理費の圧縮、新店の早期安定と既存店のリニューアル推進に努めてま

いりました。 

 新規出店につきましては、平成23年12月に札幌ブロック３店舗目となる「発寒中央駅前店」を開店いたしまし

た。広々とした買い物空間と238台の駐車場を確保し、お客様に喜んでいただいていることに加え、当社の出店に

伴い発寒中央駅前地区にマンションやアパートの建設が予定され、同地区の活性化への一翼を担っております。 

 今後も、地域密着のスーパーマーケットとして、安心で安全な商品を提供し続けることで、お客様からの高い支

持と信頼をいただけるよう取り組んでまいります。 

 当四半期末現在の店舗数は、帯広ブロック11店舗（青果専門店２店舗を含む）、旭川ブロック８店舗、札幌ブロ

ック３店舗、合計22店舗であります。 

 地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは73億82百万円（前年同期比1.4％増）、旭川ブロックは55億84

百万円（前年同期比4.2％増）、札幌ブロックは28億19百万円（前年同期比22.9％増）となりました。また、既存

店売上高につきましては、販売促進企画や競合店対策の強化などにより、前年同期比2.4％増と堅調に推移いたし

ました。 

 売上高総利益率につきましては、前年に引き続き、仕入の強化と人材育成、販売計画の見直しなどを行い、販売

価格が低下傾向にある中で23.1％を確保いたしました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は157億92百万円（前年同期比5.7％増）、営業利益は

「発寒中央駅前店」の開店に伴う一時的費用31百万円の発生があったものの売上総利益の増加により４億８百万円

(前年同期比3.3％増）、経常利益は３億79百万円（前年同期比4.1％増）と増収増益となりました。四半期純利益

は前年同四半期に「資産除去債務に関する会計基準等」の適用による、会計基準変更時差異を特別損失に計上いた

しましたが、当四半期においては発生しなかったため、２億31百万円（前年同期比23.1％増）の大幅な増加となり

ました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比べ１億62百万円増加の147億21百万

円となりました。流動資産においては、主に商品及び製品の増加70百万円及び現金及び預金の増加53百万円等に対

し、その他の減少80百万円等により前連結会計年度末に比べ74百万円増加の22億89百万円となりました。固定資産

においては、投資その他の資産のその他の増加１億52百万円及び敷金及び保証金の増加１億43百万円等に対し、土

地の減少１億78百万円及び建物の減少66百万円等により、前連結会計年度末に比べ87百万円増加の124億32百万円

となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ７百万円減少の93億96百万円となりました。流動負債において

は、主に買掛金の増加２億74百万円等に対し、短期借入金の減少１億20百万円、未払法人税等の減少１億18百万円

及びその他の減少66百万円等により、前連結会計年度末に比べ38百万円減少の40億50百万円となりました。固定負

債においては、その他の増加64百万円等に対し、長期借入金の減少44百万円により、前連結会計年度末に比べ30百

万円増加の53億46百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億69百万円増加の53億25百万円となりました。これは主に、

利益剰余金１億71百万円の増加によるものです。この結果、自己資本比率は36.2％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年11月４日の「平成23年９月期決算短信」で公表いたしました通期の連結

業績予想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
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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。 

  

（４）追加情報  

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

   

   

 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

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23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 855,024 908,492

売掛金 132,783 164,420

商品及び製品 856,707 926,818

原材料及び貯蔵品 3,556 2,818

その他 368,568 288,492

貸倒引当金 △1,500 △1,500

流動資産合計 2,215,140 2,289,542

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,216,338 4,150,285

土地 6,031,956 5,853,504

その他（純額） 682,600 718,416

有形固定資産合計 10,930,896 10,722,206

無形固定資産   

その他 26,938 26,938

無形固定資産合計 26,938 26,938

投資その他の資産   

敷金及び保証金 605,815 749,526

その他 780,864 933,476

投資その他の資産合計 1,386,680 1,683,003

固定資産合計 12,344,514 12,432,148

資産合計 14,559,655 14,721,690

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,694,790 1,969,472

短期借入金 200,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 822,133 878,816

未払法人税等 244,898 126,228

賞与引当金 168,511 104,605

その他 958,080 891,277

流動負債合計 4,088,413 4,050,398

固定負債   

長期借入金 3,866,748 3,822,655

退職給付引当金 475,840 479,517

役員退職慰労引当金 154,182 160,523

資産除去債務 15,181 15,279

その他 803,892 868,115

固定負債合計 5,315,844 5,346,090

負債合計 9,404,258 9,396,488

株式会社ダイイチ（7643）平成24年９月期　第２四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 840,455 840,455

資本剰余金 767,302 767,302

利益剰余金 3,548,290 3,720,007

自己株式 △2,748 △2,748

株主資本合計 5,153,299 5,325,016

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,097 185

その他の包括利益累計額合計 2,097 185

純資産合計 5,155,397 5,325,201

負債純資産合計 14,559,655 14,721,690
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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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,940,723 15,792,853

売上原価 11,477,636 12,137,699

売上総利益 3,463,086 3,655,153

営業収入 244,450 249,632

営業総利益 3,707,537 3,904,786

販売費及び一般管理費 3,311,990 3,496,022

営業利益 395,546 408,764

営業外収益   

受取利息 4,735 5,315

受取配当金 2,577 2,394

その他 4,837 3,457

営業外収益合計 12,150 11,166

営業外費用   

支払利息 43,141 40,311

その他 596 570

営業外費用合計 43,738 40,881

経常利益 363,959 379,049

特別利益   

固定資産売却益 － 5,530

保険解約返戻金 13,119 －

特別利益合計 13,119 5,530

特別損失   

固定資産除却損 761 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60,341 －

特別損失合計 61,103 －

税金等調整前四半期純利益 315,974 384,580

法人税、住民税及び事業税 115,359 114,162

法人税等調整額 12,432 38,737

法人税等合計 127,791 152,900

少数株主損益調整前四半期純利益 188,182 231,679

四半期純利益 188,182 231,679
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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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 188,182 231,679

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,893 △1,912

その他の包括利益合計 1,893 △1,912

四半期包括利益 190,075 229,767

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 190,075 229,767

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社ダイイチ（7643）平成24年９月期　第２四半期決算短信

－7－



（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22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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 315,974 384,580

減価償却費 237,091 232,416

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,891 △63,906

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,232 3,676

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,169 6,341

受取利息及び受取配当金 △7,312 △7,709

支払利息 43,141 40,311

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 60,341 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △5,530

売上債権の増減額（△は増加） △5,722 △31,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,168 △69,373

その他の資産の増減額（△は増加） 19,726 49,686

仕入債務の増減額（△は減少） 57,595 274,681

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,301 △66,042

その他の負債の増減額（△は減少） 2,859 13,105

小計 706,001 760,599

利息及び配当金の受取額 2,621 2,558

利息の支払額 △42,662 △39,963

法人税等の支払額 △61,954 △232,553

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,006 490,640

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 △22,204 △16,101

定期預金の払戻による収入 － 54,000

有形固定資産の取得による支出 △3,746 △62,929

有形固定資産の売却による収入 － 165,682

投資有価証券の取得による支出 △99 △50,000

建設協力金の支払による支出 － △120,440

建設協力金の回収による収入 16,164 21,194

敷金及び保証金の差入による支出 △4,458 △161,385

敷金及び保証金の回収による収入 15,892 5,724

貸付金の回収による収入 190 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,738 △164,254

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 440,000

長期借入金の返済による支出 △419,290 △427,410

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000 △120,000

リース債務の返済による支出 △59,861 △67,665

自己株式の取得による支出 △46 －

配当金の支払額 △60,177 △59,944

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,375 △235,019

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） 316,369 91,366

現金及び現金同等物の期首残高 571,298 725,229

現金及び現金同等物の四半期末残高 887,667 816,596
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 該当事項はありません。   

   

   

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セ

グメントであるため、記載を省略しております。 

   

   

 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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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