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1.  平成24年5月期第2四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年11月30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2四半期 47,074 9.4 2,094 △7.6 2,087 △7.7 1,116 6.4
23年5月期第2四半期 43,023 12.0 2,265 10.4 2,260 10.2 1,049 △2.6

（注）包括利益 24年5月期第2四半期 1,120百万円 （6.7％） 23年5月期第2四半期 1,050百万円 （―％）

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2四半期 79.68 ―

23年5月期第2四半期 74.91 74.90

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第2四半期 27,237 15,828 58.0
23年5月期 27,978 14,932 53.3

（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  15,806百万円 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 ― 0.00 ― 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  ：  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 100,500 12.5 5,020 8.8 5,008 9.0 2,670 19.2 190.57



(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きは終了しておりますが、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きの対象外であります。 

※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。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2Q 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2Q 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2Q 14,010,026 株 23年5月期2Q 14,010,038 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におけるわが国経済は、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もの

の生産活動の一部に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかしながら、欧州の政府債務危機を背景にし

た世界経済の後退や為替・株価の変動など不透明な状況で推移いたしました。 

 小売業界におきましては、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）をオープンいたしました。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２四半期連結累計期間の売上高は470億７千４百万円（前年同期比9.4％増）、経常利益は 

20億８千７百万円（前年同期比7.7％減）、四半期純利益は11億１千６百万円（前年同期比6.4％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２四半期連結会計期間末の総資産は、272億３千７百万円となり前連結会計年度末に比べて７億４千万円の 

減少となりました。その主な要因は、法人税等の支払により現金及び預金が19億４千２百万円減少したこと等によ

り流動資産が15億５千８百万円減少した一方、建物及び構築物が５億５千４百万円増加したこと等により、固定資

産が８億１千７百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、114億９百万円となり前連結会計年度末に比べ16億３千７百万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７億３千７百万円、未払法人税等が３億４千万円、短期借入金が２億円、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、158億２千８百万円となり前連結会計年度末に比べ８億９千６百万円の増加となりました。その主な 

要因は、利益剰余金が８億９千２百万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月期通期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており、連結、個別ともに平成23年７

月７日公表の業績予想に変更ありません。 

  

  

（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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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５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,227,551 6,284,714

受取手形及び売掛金 59,472 50,843

商品及び製品 2,131,167 2,669,574

原材料及び貯蔵品 49,182 47,876

その他 1,638,334 1,496,124

貸倒引当金 △5,853 △7,687

流動資産合計 12,099,855 10,541,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,814,206 8,368,216

土地 1,964,800 1,965,819

その他（純額） 1,554,965 1,682,006

有形固定資産合計 11,333,972 12,016,043

無形固定資産 56,039 125,837

投資その他の資産   

建設協力金 1,279,806 1,244,198

差入保証金 1,629,976 1,652,538

その他 1,579,111 1,657,709

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,488,885 4,554,436

固定資産合計 15,878,897 16,696,317

資産合計 27,978,752 27,237,763
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,186,520 5,449,074

短期借入金 800,000 600,000

未払法人税等 1,275,559 935,318

賞与引当金 181,662 204,661

その他 2,089,007 1,696,786

流動負債合計 10,532,749 8,885,840

固定負債   

長期借入金 200,000 －

資産除去債務 808,590 885,709

その他 1,505,252 1,637,600

固定負債合計 2,513,842 2,523,310

負債合計 13,046,591 11,409,151

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 12,859,720

自己株式 △311,655 △311,712

株主資本合計 14,913,631 15,805,866

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 751 956

その他の包括利益累計額合計 751 956

少数株主持分 17,777 21,789

純資産合計 14,932,160 15,828,611

負債純資産合計 27,978,752 27,237,763
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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６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 43,023,373 47,074,589

売上原価 33,329,972 36,333,116

売上総利益 9,693,401 10,741,472

販売費及び一般管理費 7,428,190 8,647,367

営業利益 2,265,211 2,094,105

営業外収益   

受取利息 15,065 11,854

受取配当金 333 313

その他 6,843 14,162

営業外収益合計 22,242 26,330

営業外費用   

支払利息 26,093 26,394

その他 506 6,444

営業外費用合計 26,599 32,838

経常利益 2,260,854 2,087,598

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 6,727 －

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 266,199 －

税金等調整前四半期純利益 1,995,369 2,087,598

法人税、住民税及び事業税 1,004,602 905,918

法人税等調整額 △62,240 61,215

法人税等合計 942,361 967,134

少数株主損益調整前四半期純利益 1,053,007 1,120,464

少数株主利益 3,451 4,011

四半期純利益 1,049,556 1,116,452
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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６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,053,007 1,120,464

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,255 204

その他の包括利益合計 △2,255 204

四半期包括利益 1,050,752 1,120,668

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,047,300 1,116,656

少数株主に係る四半期包括利益 3,451 4,011
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（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６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30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 1,995,369 2,087,598

減価償却費 561,891 784,246

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,540 22,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,966 1,834

受取利息及び受取配当金 △15,399 △12,168

支払利息 26,093 26,394

建設協力金の家賃相殺額 47,232 57,260

預り建設協力金の家賃相殺額 △8,410 △9,193

固定資産除却損 6,727 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 259,471 －

投資有価証券売却損益（△は益） △713 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,630 8,628

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,096 △537,100

その他の流動資産の増減額（△は増加） 148,803 13,722

仕入債務の増減額（△は減少） △560,691 △737,445

その他の流動負債の増減額（△は減少） △353,899 △285,500

その他の固定負債の増減額（△は減少） 9,223 9,592

その他 12,660 8,230

小計 1,844,397 1,439,099

利息及び配当金の受取額 15,723 2,742

利息の支払額 △26,746 △26,829

法人税等の支払額 △1,193,541 △1,243,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 639,832 171,411

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 △2,500,000 －

定期預金の払戻による収入 4,000,000 500,000

投資有価証券の売却による収入 9,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,003,012 △1,312,975

無形固定資産の取得による支出 △500 △10,674

差入保証金の差入による支出 △132,959 △27,642

差入保証金の回収による収入 22,244 5,081

建設協力金の支払による支出 △20,000 △17,991

預り建設協力金の受入による収入 － 50,000

その他 △5,727 8,379

投資活動によるキャッシュ・フロー 369,045 △805,824
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △400,000 △400,000

リース債務の返済による支出 △91,255 △184,230

自己株式の取得による支出 △64 △56

配当金の支払額 △223,983 △224,136

財務活動によるキャッシュ・フロー △715,303 △808,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,574 △1,442,836

現金及び現金同等物の期首残高 5,472,107 7,477,551

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,765,681 6,034,714
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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）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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