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1.  平成24年9月期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 31,624 5.8 777 8.4 721 10.2 384 13.3
23年9月期 29,888 2.3 717 13.3 655 14.3 339 △14.2

（注）包括利益 24年9月期 375百万円 （9.3％） 23年9月期 343百万円 （△11.5％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年9月期 96.13 ― 7.2 5.0 2.5
23年9月期 84.84 ― 6.8 4.5 2.4

（参考） 持分法投資損益 24年9月期  ―百万円 23年9月期  ―百万円

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 14,456 5,470 37.8 1,368.48
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  5,470百万円 23年9月期  5,155百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年9月期 979 △336 △811 557
23年9月期 1,119 △500 △464 725

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 59 17.7 1.2
24年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 59 15.6 1.1

25年9月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00 14.4

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 16,244 2.9 419 2.6 388 2.6 213 △7.9 53.36
通期 32,309 2.2 813 4.7 755 4.7 415 8.0 103.86



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 5,829 株 23年9月期 5,829 株

③ 期中平均株式数 24年9月期 3,997,491 株 23年9月期 3,997,521 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年9月期の個別業績（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期 29,290 6.3 588 9.4 555 10.6 245 △0.1

23年9月期 27,556 2.4 537 14.7 502 15.3 246 6.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年9月期 61.47 ―

23年9月期 61.54 ―

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 12,599 5,043 40.0 1,261.74
23年9月期 12,561 4,867 38.7 1,217.56

（参考） 自己資本 24年9月期  5,043百万円 23年9月期  4,867百万円

2. 平成25年 9月期の個別業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

 
※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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あたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

通期 29,974 2.3 573 3.3 256 4.5 64.21



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4
（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  5
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  6
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  6
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  6
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  6
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  6

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  7
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  7
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  9

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  9
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  11

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  12
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  14
（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  16
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  16
（７）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  17
（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  18

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  18
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  19
（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  19
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  20
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  21
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  21
（関連当事者情報） …………………………………………………………………………………………………  23
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  24
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  24

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  25
（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  25
（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  27
（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  29
（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  31

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  32
（１）役員の異動 …………………………………………………………………………………………………………  32
（２）仕入及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………………  32

株式会社ダイイチ（7643）　平成24年９月期決算短信

－1－



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州の債務危機を背景とした国際経済の減速や円高の長期化などにより、

依然として厳しい状況で推移いたしましたが、東日本大震災からの復興需要に加え、エコカー補助金の効果やシニア

消費の増加など国内需要を中心に、景気は緩やかな回復軌道にありました。 

 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、自宅で食事を済ませる内食志向の高

まりなどの追い風があったものの、コンビニエンスストアやドラッグストアなど、業種の垣根を越えた低価格競争の

激化に加え、雇用の継続や年金問題などの将来不安により、消費者の節約志向と低価格志向が依然強く、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、食品を中心とした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した。また、当

期の重点実施事項である、店舗オペーレーションの改善による販売力強化、商品開発による商品力強化、競合店対策

と販売促進企画の強化、新店の早期安定と既存店のリニューアル推進、従業員教育の充実によるサービスレベルの向

上など、スピードを上げて着実に進めてまいりました。 

 店舗展開につきましては、昨年12月札幌市西区２店目、札幌ブロック３店目となる「発寒中央駅前店（売場面積

1,762㎡、駐車台数237台）」を開店し、西区においてお客様の買い物環境の充実と満足度の向上に努めております。

既存店強化策としては、平成24年８月に「八軒店」（札幌市西区）の売場増床を行い店舗の活性化を図りました。当

年度末現在の店舗数は、スーパーマーケットは帯広ブロック９店舗（子会社１店舗を含む。）、旭川ブロック８店

舗、札幌ブロック３店舗の計20店舗、その他青果専門店は２店舗の合計22店舗であります。  

 環境問題への取り組みとして、前年度に引き続き、既存店舗５店の照明をＬＥＤに切り換え、使用電力量と二酸化

炭素の削減に挑戦いたしました。 

 システム投資につきましては、発注精度の向上による売上機会ロス、値引き・廃棄ロスの削減を目的に、ＥＯＢ

（Electric Order Book（電子発注台帳））システムを導入、また販売実績を迅速かつ様々な角度から分析し、販売

戦略の更なる強化のため、商品分析システムを更新いたしました。  

 地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは145億83百万円（前年同期比0.5％増）、旭川ブロックは110億25

百万円（同2.6％増）、札幌ブロックは60億５百万円（同29.8％増）となりました。また、既存店売上高につきまし

ては、前年同期比1.3％増と堅調に推移いたしました。 

 売上総利益率につきましては、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

中で前年同期率を維持し、23.2％となりました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、店舗数の増加に伴い前年同期に比べ３億49百万円増加いたしましたが、売

上高に対する比率は22.3％となり、前年同期に比べ0.1ポイント減少いたしました。  

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高316億24百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益は「発寒中央駅

前店」の開店に伴う一時費用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７億77百万円（同8.4％増）、

経常利益７億21百万円（同10.2％増）、当期純利益は３億84百万円（同13.3％増）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、欧州や中国経済の減速に伴う輸出や生産活動の低迷に加え、国内需要を支えてきた

エコカー補助金などの政策効果も弱まり、国内景気は足踏み状態が続くものと思われます。 

 そのような景気動向の中にあって、スーパーマーケット業界を取り巻く環境は、緩やかなデフレ基調が続く中、更

なる消費者の節約志向や競合他社との販売競争の激化などにより、引き続き厳しい局面が続くものと予想されます。

 このような厳しい経営環境のもとで当社グループは、経営情報の積極的な収集による業績の向上、現地・現場主義

の徹底による店舗運営の強化、人材の成長による競合店対策の強化、新店舗の開発とリニューアルの推進などに取り

組み、更なる企業価値の向上を目指します。 

 今後も当社グループは、消費者の毎日の食生活に豊かさと楽しさを提供するとともに、消費者の安全で安心できる

生活を守る努力を続けてまいります。 

 内部統制につきましては、業務の有効性及び効率性を高め、財務報告の信頼性を確保するとともに、事業活動に関

わる法令等の順守を促進し、資産の保全を図ってまいります。 

 平成25年９月期通期の連結業績予想につきましては、売上高323億９百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益８億

13百万円（同4.7％増）、経常利益７億55百万円（同4.7％増）、当期純利益４億15百万円（同8.0％増）を見込んで

おります。  

  

  

(2）財政状態に関する分析  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末と比べ１億３百万円減少の144億56百万円となりま

１．経営成績・財政状態に関する分析
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した。流動資産においては、主に売掛金31百万円の増加、未収入金21百万円の増加等の一方、現金及び預金１億96

百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ１億31百万円減少の20億83百万円となりました。固定資産におい

ては、主に長期貸付金１億83百万円の増加、敷金及び保証金１億25百万円の増加、リース資産62百万円の増加等に

対し、土地１億78百万円の減少、投資その他の資産のその他１億21百万円の減少等により、前連結会計年度末に比

べ28百万円増加の123億72百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末と比べ４億18百万円減少の89億85百万円となりました。流動負債におい

ては、主に買掛金１億26百万円の増加、リース債務44百万円の増加等の一方、短期借入金１億70百万円の減少、未

払法人税等78百万円の減少、未払消費税等73百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ73百万円減少の40億

14百万円となりました。固定負債においては、主にその他73百万円の増加、リース債務24百万円の増加等の一方、

長期借入金４億66百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ３億44百万円減少の49億70百万円となりまし

た。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億15百万円増加の54億70百万円となりました。これは主に、

利益剰余金３億24百万円の増加によるもので、この結果、自己資本比率は37.8％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億67百

万円減少の５億57百万円（前年同期比23.1％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、９億79百万円（前年同期比12.4％減）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益６億82百万円、減価償却費４億85百万円、仕入債務の増加額１億26百万円に対し、法人税等の支払額

３億86百万円、未払消費税等の減少額62百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、３億36百万円（前年同期比32.9％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出２億52百万円、敷金及び保証金の差入による支出１億61百万円、建設協力金の支払による支出

１億20百万円等に対し、有形固定資産の売却による収入１億65百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、８億11百万円（前年同期比74.8％増）となりました。これは主に、短期借入金

の純減少額１億70百万円、リース債務の返済による支出１億51百万円、長期借入金の純減少額４億29百万円、配当

金の支払額60百万円によるものであります。 

      

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）平成21年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年９月期については記載しておりません。

（注２）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注３）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。  

  

  平成21年９月期 平成22年９月期 平成23年９月期 平成24年９月期 

 自己資本比率（％）  34.9  34.0  35.4  37.8

 時価ベースの自己資本比率（％）  20.6  19.4  16.3  18.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 10.3  5.8  4.4  4.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 6.9  10.4  13.5  12.9
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と

自己資本利益率の向上に努めるとともに、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

 この方針に基づき当期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当15円とする案を、第58期定時株主総会に付

議する予定であります。また、次期の配当につきましては、業績が現時点の見通しで推移した場合、当期と同額１株

につき普通配当15円を予定しております。  

  内部留保資金につきましては、新店舗の建設や既存店舗の改装、人材育成の教育投資、システム投資等の有効投

資を実施し、なお一層の業容の拡充を図り、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。   

① 出店に関する法的規制について 

 当社グループ店舗の新規出店及び既存店増床に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制対象となっておりま

す。店舗面積1,000㎡を超える店舗の出店及び増床については、都道府県または政令指定都市に届出が義務付けら

れております。届出後、交通安全対策、騒音対策、廃棄物処理等について、地元住民の意見を踏まえて審査が進め

られます。 

 従って、審査の状況及び規制の変更等により計画どおりの出店ができない場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

② 品質表示基準に関する法的規制について  

 当社グループは、「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「景品表示法」等の順守に加え、管理責任者による自主点検を行

い、適切な品質表示に努めておりますが、万一、販売する商品に問題が生じた場合には、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

③ 競合等の影響について 

 当社グループは、帯広市を中心に11店舗、旭川市を中心に８店舗、札幌市に３店舗の合計22店舗の食料品の販売

を中心としたスーパーマーケット等を展開しております。 

 スーパーマーケット業界は、同業他社との競争に加え、他業態との競合状況も激しさを増しております。当社グ

ループの営業基盤においても他社の新規出店が続いております。今後も新たな競合店舗の出現により一時的に、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 食品の安全性について  

 当社グループは、お客様に安全な食品を提供するため、基準書に基づいて衛生管理、鮮度管理等を行っておりま

すが、将来において食中毒の発生する可能性は否定できません。また、ＢＳＥ問題、高病原性鳥インフルエンザの

発生や残留農薬問題等、予期せぬ事態が発生した場合には、一時的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑤ 減損会計の適用について  

 当社グループは、減損会計適用の対象となる事業資産を所有しております。今後、実質的価値が低下した保有財

産や収益性の低い店舗等について減損処理が必要となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑥ 金利の変動について  

 当社グループの新規出店資金は、主に金融機関からの借入金により調達しております。 

 今後当社グループとしましては、資金調達手段の多様化を図る方針ではありますが、現行の金利水準が変動した

場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 個人情報の保護について  

 個人情報の保護については、個人情報に関する規程の整備や従業員教育により、その保護の徹底を図っておりま

すが、万一、個人情報が流出した場合には、社会的信用が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑧ 災害等の発生による影響について   

 当社グループは、北海道内において店舗または事務所、惣菜センター、配送センター等の施設を保有しており、

これらの施設が、地震・洪水等の自然災害や犯罪等の発生による被害を蒙る可能性があり、その被害の程度によっ

ては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と連結子会社１社及び非連結子会社１社で構成され、小売業を主

な内容として、事業活動を展開しております。 

 当該事業における会社の位置づけは、次のとおりであります。 

（1）小売事業 

 当社グループは、食料品主体のスーパーマーケット20店舗及び青果ディスカウント店２店を展開する小売業であり

ます。 

  

（2）その他の事業 

  ① 不動産賃貸業 

 当社グループは、スーパーマーケットの店舗内のテナント及びショッピングセンター敷地内の一部について不

動産賃貸業務を行っております。 

  

② 損害保険代理業 

  有限会社ダイイチリスクマネージメントは損害保険代理業務を行っております。 

  

事業系統図は次のとおりであります。 

  

 
  

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「消費者の毎日の食生活を豊かにするためのお手伝いをする」という、スーパーマーケットの社

会的役割の実現を経営の基本としております。お客様の「普段の食生活の向上」をキーワードに商品の品質・鮮度の

向上、品揃えの強化、接客サービスの向上等を重点目標とし、お客様の暮らしに欠かすことのできない店作りを通じ

て、売上の拡大と利益の追求を図ってまいりました。 

 今後におきましても、お客様をはじめ株主様などのステークスホルダー（利害関係者）との良好な関係を維持する

とともに、地域社会への更なる貢献に努めてまいります。  

  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、総資本経常利益率（ＲＯＡ）の向上を経営目標としております。当面の目標として７％を掲げ、

総資本回転率と経常利益率の改善に努めてまいります。 

  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの主な経営戦略は次のとおりであります。 

 ① 出店戦略について 

 出店につきましては、店舗開発基準の確立による同業他社との競争力の確保、快適な買い物空間の提供による

顧客満足の実現、ローコストオペレーションの実現による人時生産性の向上を図るため、店舗の大型化・標準化

を推進しております。 

 ② 商品戦略について  

 商品につきましては、お客様を重視した商品作りと品揃えの徹底、商品の開発とベーシック商品の充実、プラ

イベートブランド商品を中心とした戦略商品の導入を図っております。 

 ③ 成長戦略について  

 成長戦略につきましては、ドミナント戦略を基本方針とし、帯広及び旭川地区においては、スクラップアンド

ビルドを中心に売上高シェアの向上を図るとともに、札幌地区においては、10店舗売上高200億円の体制を早急

に確立すべく努力いたします。 

 ④ 人事戦略について  

 人事戦略につきましては、人材の育成が企業成長の源泉と考えております。社外セミナーへの積極的な参加は

もとより、社内勉強会の充実、専門講師による技術指導等、教育投資の充実を図り、社員一人一人の能力開発の

推進に努めております。  

  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの対処すべき課題は、下記のとおりであります。 

 １．札幌10店舗体制作りの構築及び既存店のリニューアル 

 ２．テナントの誘致による自社店舗の損益分岐点の改善 

 ３．河東郡音更地区への出店と準備 

 ４．販売力の強化と販促の見直し 

 ５．店舗運営の推進によるロスの削減と粗利益率のアップ 

 ６．新商品、新業態の開発によるマンネリからの脱皮 

 ７．価格競争の為の仕入見直しによるコストダウン 

 ８．法令順守の徹底と財務体制の強化 

 ９．人材育成の為の教育と人事の強化 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 855,024 659,019

売掛金 132,783 164,191

商品及び製品 856,707 862,735

原材料及び貯蔵品 3,556 2,571

前払費用 47,871 59,624

繰延税金資産 106,586 101,409

未収入金 213,938 235,239

その他 172 204

貸倒引当金 △1,500 △1,500

流動資産合計 2,215,140 2,083,495

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  9,139,802 ※2  9,347,046

減価償却累計額 △4,923,463 △5,165,943

建物（純額） 4,216,338 4,181,103

構築物 816,947 772,427

減価償却累計額 △652,919 △635,656

構築物（純額） 164,028 136,771

車両運搬具 1,085 800

減価償却累計額 △1,077 △799

車両運搬具（純額） 8 0

工具、器具及び備品 386,645 389,833

減価償却累計額 △323,262 △327,851

工具、器具及び備品（純額） 63,382 61,982

土地 ※2  6,031,956 ※2  5,853,504

リース資産 592,033 794,931

減価償却累計額 △176,987 △317,610

リース資産（純額） 415,045 477,320

建設仮勘定 40,135 －

有形固定資産合計 10,930,896 10,710,682

無形固定資産   

借地権 17,418 6,093

その他 9,519 9,400

無形固定資産合計 26,938 15,494

投資その他の資産   

投資有価証券 74,819 109,393

関係会社株式 ※1  3,000 ※1  3,000

出資金 1,842 1,842

長期貸付金 ※2  457,823 ※2  641,769

長期前払費用 ※2  94,151 ※2  110,713

繰延税金資産 27,955 48,383

敷金及び保証金 ※2  605,815 ※2  731,276

その他 121,272 272

投資その他の資産合計 1,386,680 1,646,651

固定資産合計 12,344,514 12,372,828

株式会社ダイイチ（7643）　平成24年９月期決算短信

－7－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

資産合計 14,559,655 14,456,323

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,694,790 1,821,641

短期借入金 200,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  822,133 ※2  859,304

リース債務 124,421 168,536

未払金 223,962 247,344

未払費用 314,553 344,904

未払法人税等 244,898 166,576

未払消費税等 105,530 32,136

預り金 99,033 95,012

賞与引当金 168,511 173,726

その他 90,579 75,739

流動負債合計 4,088,413 4,014,921

固定負債   

長期借入金 ※2  3,866,748 ※2  3,399,869

リース債務 311,763 336,480

退職給付引当金 475,840 492,981

役員退職慰労引当金 154,182 166,864

資産除去債務 15,181 15,377

長期預り敷金保証金 490,546 483,872

その他 1,582 75,455

固定負債合計 5,315,844 4,970,900

負債合計 9,404,258 8,985,821

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 3,872,592

自己株式 △2,748 △2,748

株主資本合計 5,153,299 5,477,601

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 △7,099

その他の包括利益累計額合計 2,097 △7,099

純資産合計 5,155,397 5,470,502

負債純資産合計 14,559,655 14,456,323
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
   連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 29,888,060 31,624,984

売上原価 22,950,390 24,290,299

売上総利益 6,937,670 7,334,685

営業収入 486,981 499,606

営業総利益 7,424,651 7,834,291

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 724,116 761,413

消耗品費 153,872 175,975

配送費 115,615 119,764

役員報酬 132,030 132,440

従業員給料及び賞与 2,588,448 2,749,827

賞与引当金繰入額 168,511 173,726

退職給付費用 44,249 43,858

役員退職慰労引当金繰入額 14,722 12,682

法定福利及び厚生費 392,476 418,707

賃借料 472,536 516,379

修繕維持費 310,382 311,701

水道光熱費 607,387 641,705

租税公課 167,284 153,674

減価償却費 470,061 478,384

その他 345,826 367,013

販売費及び一般管理費合計 6,707,520 7,057,252

営業利益 717,130 777,039

営業外収益   

受取利息 9,605 10,728

受取配当金 4,125 4,175

その他 11,313 8,109

営業外収益合計 25,044 23,013

営業外費用   

支払利息 82,805 77,082

その他 3,983 987

営業外費用合計 86,788 78,070

経常利益 655,386 721,982

特別利益   

固定資産売却益 － ※1  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 ※2  4,983 ※2  23,983

減損損失 － ※3  20,981

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 65,325 44,964

税金等調整前当期純利益 603,180 682,547
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 307,906 307,305

法人税等調整額 △43,895 △9,022

法人税等合計 264,011 298,283

少数株主損益調整前当期純利益 339,168 384,264

当期純利益 339,168 384,264
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  連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 339,168 384,264

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,996 △9,196

その他の包括利益合計 3,996 ※  △9,196

包括利益 343,165 375,067

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 343,165 375,067

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 840,455 840,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 840,455 840,455

資本剰余金   

当期首残高 767,302 767,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 767,302 767,302

利益剰余金   

当期首残高 3,269,085 3,548,290

当期変動額   

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 339,168 384,264

当期変動額合計 279,205 324,302

当期末残高 3,548,290 3,872,592

自己株式   

当期首残高 △2,702 △2,748

当期変動額   

自己株式の取得 △46 －

当期変動額合計 △46 －

当期末残高 △2,748 △2,748

株主資本合計   

当期首残高 4,874,140 5,153,299

当期変動額   

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 339,168 384,264

自己株式の取得 △46 －

当期変動額合計 279,158 324,302

当期末残高 5,153,299 5,477,601

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1,899 2,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 3,996 △9,196

当期末残高 2,097 △7,099

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,899 2,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 3,996 △9,196

当期末残高 2,097 △7,099
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

純資産合計   

当期首残高 4,872,241 5,155,397

当期変動額   

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 339,168 384,264

自己株式の取得 △46 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 283,155 315,105

当期末残高 5,155,397 5,470,502
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 603,180 682,547

減価償却費 476,217 485,096

減損損失 － 20,981

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,494 5,215

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,547 17,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,192 12,682

受取利息及び受取配当金 △13,730 △14,904

支払利息 82,805 77,082

固定資産除却損 4,221 16,969

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） 2,815 △31,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,902 △5,042

その他の資産の増減額（△は増加） 25,982 △8,117

仕入債務の増減額（△は減少） △61,288 126,850

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,322 △62,890

その他の負債の増減額（△は減少） 54,339 121,281

小計 1,335,535 1,437,954

利息及び配当金の受取額 4,503 4,384

利息の支払額 △82,164 △75,985

法人税等の支払額 △138,858 △386,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,119,015 979,990

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 △76,104 △31,701

定期預金の払戻による収入 25,200 60,000

有形固定資産の取得による支出 △372,854 △252,867

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

貸付金の回収による収入 720 730

建設協力金の支払による支出 △121,000 △120,440

建設協力金の回収による収入 32,329 43,395

敷金及び保証金の差入による支出 △5,004 △161,554

敷金及び保証金の回収による収入 15,892 10,645

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,922 △336,109
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 170,000 △170,000

長期借入れによる収入 380,000 440,000

長期借入金の返済による支出 △832,370 △869,708

リース債務の返済による支出 △121,375 △151,743

自己株式の取得による支出 △46 －

配当金の支払額 △60,370 △60,135

財務活動によるキャッシュ・フロー △464,162 △811,587

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） 153,930 △167,706

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期末残高 ※  725,229 ※  557,523
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  該当事項はありません。  

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  １社 

  連結子会社の名称 

   株式会社オーケー 

(2）非連結子会社の名称等 

 有限会社ダイイチリスクマネージメント 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。   

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しておりません。 

 非連結子会社は当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微

であり重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券  

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法   

② たな卸資産  

 商品及び製品 

  生鮮食品 

終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）   

  店舗在庫商品（除生鮮食品） 

売価還元法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）  

  原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主に定率法を採用しております。  

  ただし、平成10年４月１日以後取得分の建物（建物附属設備を除く）については定額法によっておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

  建物         3年～39年 

  その他        2年～20年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法 

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年９月30日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しておりま

す。  

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。  

④ 役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しております。  

(4）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。  

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  

  

（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）  

 当連結会計年度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。 

  

  

(7）追加情報
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※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

  

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 

  

(2）上記に対応する債務 

  

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度

（平成23年９月30日） 
当連結会計年度

（平成24年９月30日） 

関係会社株式 千円 3,000 千円 3,000

  
前連結会計年度

（平成23年９月30日） 
当連結会計年度

（平成24年９月30日） 

建物 千円 3,695,693 千円 3,626,631

土地  5,154,164  5,154,164

長期貸付金  99,916  92,258

長期前払費用  30,965  22,119

敷金及び保証金  85,710  85,710

計  9,066,449  8,980,883

  
前連結会計年度

（平成23年９月30日） 
当連結会計年度

（平成24年９月30日） 

長期借入金 千円 4,688,881 千円 4,259,173

（１年内返済予定の長期借入金を含む）        

計  4,688,881  4,259,173

  
前連結会計年度

（平成23年９月30日） 
当連結会計年度

（平成24年９月30日） 

当座貸越極度額 千円 970,000 千円 800,000

借入実行残高  170,000  －

差引額  800,000  800,000
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※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングをし

ております。賃貸資産等については、物件毎の資産のグルーピングをしております。なお、当社グループは遊

休資産を所有しておりません。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みである店舗等の資産グ

ループ及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している賃貸資産については、各資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（ 千円）として特別損失に計上しております。 

 その内訳は、構築物 千円、車両運搬具 千円、工具、器具及び備品 千円、リース資産 千円、借

地権 千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は土地及び建物については、正味売却価額により算定しており、その

他の固定資産については回収可能価額を零として評価しております。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日  至平成24年９月30日） 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

土地 －千円   千円 5,530

計  －  計  5,530

前連結会計年度 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

建物 千円 3,892   千円 16,104

撤去費用等  761    7,013

その他  329    864

計  4,983  計  23,983

 用途  種類  場所（件数） 金額（千円）  

店舗 
構築物、車両運搬具、工具、器具及

び備品、リース資産、借地権 
旭川地区（１件）  20,981

 計    （１件）   20,981

20,981

4,109 2 687 4,857

11,324

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 千円△15,425

組替調整額  －

税効果調整前  △15,425

税効果額  6,228

その他有価証券評価差額金  △9,196

その他の包括利益合計  △9,196
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前連結会計年度（自平成22年10月1日 至平成23年９月30日）  

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 ３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,003,320  －  －  4,003,320

合計  4,003,320  －  －  4,003,320

自己株式         

普通株式（注）  5,756  73  －  5,829

合計  5,756  73  －  5,829

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年12月24日 

 定時株主総会 
 普通株式  59,963  15 平成22年９月30日 平成22年12月27日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年12月26日 

 定時株主総会 
普通株式  59,962 利益剰余金  15 平成23年９月30日 平成23年12月27日
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当連結会計年度（自平成23年10月1日 至平成24年９月30日）  

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 ３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。  

  

   

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

  

前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

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。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

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。 

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,003,320  －  －  4,003,320

合計  4,003,320  －  －  4,003,320

自己株式         

普通株式  5,829  －  －  5,829

合計  5,829  －  －  5,829

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年12月26日 

 定時株主総会 
 普通株式  59,962  15 平成23年９月30日 平成23年12月27日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年12月21日 

 定時株主総会 
普通株式  59,962 利益剰余金  15 平成24年９月30日 平成24年12月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前連結会計年度

（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

現金及び預金勘定 千円 855,024 千円 659,019

預入期間が３か月を超える定期預金  △129,794  △101,496

現金及び現金同等物  725,229  557,523

（セグメント情報等）

1．セグメント情報
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前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

（２）地域ごとの情報 

① 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

（３）主要な顧客ごとの情報  

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項

はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

（２）地域ごとの情報 

① 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

（３）主要な顧客ごとの情報  

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項

はありません。 

  

前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

    該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

    該当事項はありません。   

2．関連情報

3．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

4．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

5．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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１．関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

前連結会計年度（自平成22年10月１日 至平成23年９月30日） 

 （注）１．丸果帯広中央青果㈱は、当社取締役内藤龍信及びその近親者が100％を直接所有しております。 

２．三洋興熱㈱は、当社監査役笹井祐三及びその近親者が55.0％を直接所有しております。 

３．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

  （1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  （2）取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当連結会計年度（自平成23年10月１日 至平成24年９月30日） 

 （注）１．丸果帯広中央青果㈱は、当社取締役内藤龍信及びその近親者が100％を直接所有しております。 

２．三洋興熱㈱は、当社監査役笹井祐三及びその近親者が55.0％を直接所有しております。 

３．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

  （1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  （2）取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金 
又は 

出資金 
（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社  

丸果帯広中

央青果㈱  
北海道帯

広市  
 15,000

青果物卸

売業  
（注１） 商品の仕入れ

営業

取引

青果物

の仕入
 272,858 買掛金 12,456

三洋興熱㈱ 
北海道帯

広市   30,000
石油卸小

売  
（注２） 灯油等の購入

営業

取引

灯油等

の購入
 58,996 未払金 6,238

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金 
又は 

出資金 
（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

する会社  

丸果帯広中

央青果㈱  
北海道帯

広市  
 15,000

青果物卸

売業  
（注１） 商品の仕入れ

営業

取引

青果物

の仕入
 307,232 買掛金 10,621

三洋興熱㈱ 
北海道帯

広市   30,000
石油卸小

売  
（注２） 灯油等の購入

営業

取引

灯油等

の購入
 61,710 未払金 8,034
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

１株当たり純資産額（円）  1,289.66  1,368.48

１株当たり当期純利益金額（円）  84.84  96.13

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。 

潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成22年10月１日 
至 平成23年９月30日) 

当連結会計年度
(自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

当期純利益金額（千円）  339,168  384,264

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額（千円）  339,168  384,264

期中平均株式数（株）  3,997,521  3,997,491

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当事業年度 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 685,356 603,770

売掛金 126,209 156,095

商品及び製品 796,881 808,638

原材料及び貯蔵品 2,692 1,899

前払費用 47,871 59,465

繰延税金資産 106,586 101,409

未収入金 347,374 358,321

その他 170 204

貸倒引当金 △1,500 △1,500

流動資産合計 2,111,642 2,088,303

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,254,772 7,470,275

減価償却累計額 △3,790,520 △3,997,723

建物（純額） 3,464,251 3,472,552

構築物 544,264 499,744

減価償却累計額 △390,470 △371,042

構築物（純額） 153,794 128,701

車両運搬具 1,085 800

減価償却累計額 △1,077 △799

車両運搬具（純額） 8 0

工具、器具及び備品 247,176 263,127

減価償却累計額 △196,844 △210,922

工具、器具及び備品（純額） 50,332 52,205

土地 4,551,293 4,372,841

リース資産 534,427 737,325

減価償却累計額 △150,464 △279,566

リース資産（純額） 383,962 457,758

建設仮勘定 40,135 －

有形固定資産合計 8,643,778 8,484,059

無形固定資産   

借地権 17,418 6,093

電話加入権 8,421 8,421

無形固定資産合計 25,839 14,515

投資その他の資産   

投資有価証券 74,819 109,393

関係会社株式 43,025 43,025

出資金 1,812 1,812

長期貸付金 457,823 641,769

関係会社長期貸付金 125,950 125,950

長期前払費用 94,151 110,713

繰延税金資産 259,409 250,891

敷金及び保証金 602,318 728,459

その他 121,272 272

投資その他の資産合計 1,780,582 2,012,287
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当事業年度 
(平成24年９月30日) 

固定資産合計 10,450,199 10,510,861

資産合計 12,561,842 12,599,165

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,679,440 1,806,081

短期借入金 170,000 －

1年内返済予定の長期借入金 644,185 681,356

リース債務 112,324 156,439

未払金 201,072 235,817

未払費用 297,276 325,269

未払法人税等 172,531 146,778

未払消費税等 100,414 25,602

預り金 97,531 93,593

賞与引当金 161,717 167,383

その他 82,064 67,224

流動負債合計 3,718,557 3,705,545

固定負債   

長期借入金 2,826,957 2,538,026

リース債務 291,223 328,037

退職給付引当金 406,407 434,807

役員退職慰労引当金 154,182 166,864

資産除去債務 15,181 15,377

長期預り敷金保証金 280,550 291,267

その他 1,582 75,455

固定負債合計 3,976,084 3,849,835

負債合計 7,694,641 7,555,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 840,455 840,455

資本剰余金   

資本準備金 767,302 767,302

資本剰余金合計 767,302 767,302

利益剰余金   

利益準備金 159,266 159,266

その他利益剰余金   

別途積立金 2,600,000 2,800,000

繰越利益剰余金 500,828 486,608

利益剰余金合計 3,260,094 3,445,874

自己株式 △2,748 △2,748

株主資本合計 4,865,103 5,050,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,097 △7,099

評価・換算差額等合計 2,097 △7,099

純資産合計 4,867,200 5,043,783

負債純資産合計 12,561,842 12,599,165
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 27,556,536 29,290,040

売上原価   

商品期首たな卸高 772,459 796,881

当期商品仕入高 21,128,873 22,456,863

合計 21,901,333 23,253,745

商品期末たな卸高 796,881 808,638

商品売上原価 21,104,452 22,445,107

売上総利益 6,452,084 6,844,933

営業収入   

不動産賃貸収入 240,406 253,691

その他の営業収入 91,482 96,893

営業収入合計 331,889 350,584

営業総利益 6,783,973 7,195,518

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 672,419 709,877

消耗品費 145,891 166,890

配送費 110,680 114,601

役員報酬 132,030 132,440

従業員給料及び賞与 2,397,510 2,567,296

賞与引当金繰入額 161,717 167,383

退職給付費用 41,597 41,708

役員退職慰労引当金繰入額 14,722 12,682

法定福利及び厚生費 371,605 399,399

賃借料 464,348 507,706

修繕維持費 272,723 281,687

水道光熱費 571,727 600,114

租税公課 150,571 134,915

減価償却費 406,468 417,185

その他 332,211 353,327

販売費及び一般管理費合計 6,246,224 6,607,216

営業利益 537,749 588,301

営業外収益   

受取利息 11,738 12,877

受取配当金 4,124 4,174

助成金収入 378 －

その他 10,742 7,265

営業外収益合計 26,983 24,316
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業外費用   

支払利息 58,262 55,855

その他 3,971 985

営業外費用合計 62,234 56,840

経常利益 502,498 555,776

特別利益   

固定資産売却益 － 5,530

特別利益合計 － 5,530

特別損失   

固定資産除却損 4,488 23,335

減損損失 － 20,981

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 64,830 44,317

税引前当期純利益 437,668 516,990

法人税、住民税及び事業税 235,539 251,323

法人税等調整額 △43,895 19,924

法人税等合計 191,644 271,247

当期純利益 246,023 245,742
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 840,455 840,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 840,455 840,455

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 767,302 767,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 767,302 767,302

資本剰余金合計   

当期首残高 767,302 767,302

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 767,302 767,302

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 159,266 159,266

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 159,266 159,266

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,400,000 2,600,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 200,000

当期変動額合計 200,000 200,000

当期末残高 2,600,000 2,800,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 514,768 500,828

当期変動額   

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 246,023 245,742

当期変動額合計 △13,939 △14,220

当期末残高 500,828 486,608

利益剰余金合計   

当期首残高 3,074,034 3,260,094

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 246,023 245,742

当期変動額合計 186,060 185,779

当期末残高 3,260,094 3,445,874
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

自己株式   

当期首残高 △2,702 △2,748

当期変動額   

自己株式の取得 △46 －

当期変動額合計 △46 －

当期末残高 △2,748 △2,748

株主資本合計   

当期首残高 4,679,089 4,865,103

当期変動額   

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 246,023 245,742

自己株式の取得 △46 －

当期変動額合計 186,013 185,779

当期末残高 4,865,103 5,050,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1,899 2,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 3,996 △9,196

当期末残高 2,097 △7,099

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △1,899 2,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 3,996 △9,196

当期末残高 2,097 △7,099

純資産合計   

当期首残高 4,677,190 4,867,200

当期変動額   

剰余金の配当 △59,963 △59,962

当期純利益 246,023 245,742

自己株式の取得 △46 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,996 △9,196

当期変動額合計 190,010 176,583

当期末残高 4,867,200 5,043,783
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  該当事項はありません。  

  

(4）継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

 役員の異動につきましては、決定次第開示いたします。   

  

(2）仕入及び販売の状況 

 ① 商品仕入実績 

  当連結会計年度における商品仕入実績を示すと、次のとおりであります。  

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

２．その他は、たばこ、書籍等であります。 

  

② 販売実績 

    当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

    ａ 商品別売上高  

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は、たばこ、書籍等であります。 

  

６．その他

商品別 
当連結会計年度

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

前年同期比 

青果（千円）  3,755,337 ％ 9.8

水産（千円）  2,469,855  2.9

畜産（千円）  2,380,194  7.7

惣菜（千円）  1,686,349  7.7

デイリー（千円）  3,821,257  5.4

一般食品（千円）  8,562,518  3.5

日用雑貨（千円）  646,080  △1.0

その他（千円）  974,734  16.3

合計（千円）  24,296,327  5.7

商品別 
当連結会計年度

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

前年同期比 

青果（千円）  4,903,070 ％ 9.3

水産（千円）  3,415,681  3.6

畜産（千円）  3,434,083  7.8

惣菜（千円）  2,868,292  6.7

デイリー（千円）  4,798,876  5.9

一般食品（千円）  10,295,102  3.5

日用雑貨（千円）  819,407  0.7

その他（千円）  1,090,470  16.1

合計（千円）  31,624,984  5.8
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  ｂ 地域別売上高 

（注）その他は、惣菜センター（直売）であります。 

  

地域別 
当連結会計年度

（自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日） 

前年同期比 

帯広ブロック（11店舗）（千円）  14,583,515 ％ 0.5

旭川ブロック（８店舗）（千円）  11,025,077  2.6

札幌ブロック（３店舗）（千円）  6,005,036  29.8

その他（千円）  11,356  4.3

合計（千円）  31,624,984  5.8
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