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1. 2023年6月期第2四半期の連結業績（2022年6月21日～2022年12月20日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年6月期第2四半期 83,874 10.0 3,364 15.2 3,561 13.9 2,271 6.5

2022年6月期第2四半期 76,241 ― 2,921 ― 3,126 ― 2,132 ―

（注）包括利益 2023年6月期第2四半期　　2,277百万円 （7.8％） 2022年6月期第2四半期　　2,111百万円 （―％）

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

2023年6月期第2四半期 149.59 149.48

2022年6月期第2四半期 140.50 140.30

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を前第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。

　　　このため、当該基準等適用前の実績値に対する増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年6月期第2四半期 100,872 38,334 37.9

2022年6月期 97,118 36,233 37.3

（参考）自己資本 2023年6月期第2四半期 38,273百万円 2022年6月期 36,186百万円

2. 配当の状況

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

2022年6月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

2023年6月期 ― 12.50

2023年6月期（予想） ― 12.50 25.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年6月期の連結業績予想（2022年6月21日～2023年6月20日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 168,000 8.6 5,800 2.2 6,150 1.0 3,900 △11.8 256.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年6月期2Q 15,482,884 株 2022年6月期 15,482,884 株

② 期末自己株式数 2023年6月期2Q 300,380 株 2022年6月期 300,380 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年6月期2Q 15,182,504 株 2022年6月期2Q 15,177,357 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（2022年６月21日から2022年12月20日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が続く中、原材料コストやエネルギー価格の高騰により、景気の先行きは依然として不透明な状

態で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、地域シェアを高める

ためドミナントエリア構築に邁進いたしました。また、お客様の節約志向に応えるため青果や精肉などの生鮮食品

の品揃えを強化するとともに、生活必需品のディスカウントに尽力いたしました。

当第２四半期連結累計期間における新規出退店につきましては、Ｒ店を石川県に３店舗、滋賀県に３店舗、愛知

県に１店舗、福井県に１店舗出店し、大型店を４店舗閉店いたしました。また、大型店を２店舗、Ｒ店へ改装いた

しました。これにより、当第２四半期連結会計期間末における店舗数は、Ｒ店329店舗、大型店61店舗の計390店舗

となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は838億74百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ76億32

百万円（10.0％）増加いたしました。利益に関しましては、経常利益は35億61百万円と前第２四半期連結累計期間

に比べ４億35百万円（13.9％）の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は22億71百万円と前第２四半期連結累

計期間に比べ１億38百万円（6.5％）の増益となりました。

次に、当第２四半期連結累計期間における業態別の売上高を見ますと、「Ｒ店」622億52百万円、「大型店」215

億24百万円、「その他」96百万円となりました。また、商品別の内訳では、「食品」560億83百万円、「雑貨」110

億８百万円、「化粧品」85億６百万円、「医薬品」76億58百万円、「その他」６億16百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ37億54百万円増加し、1,008億72百万円

となりました。その主な要因は、商品が13億40百万円、有形固定資産が20億６百万円増加したことによるもので

す。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ16億54百万円増加し、625億38百万円となりました。その主な要因は未払金

などのその他流動負債が12億78百万円増加したことによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21億円増加し、383億34百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第２四半期連結会計期間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４億30百万円減少し、50億７百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、37億35百万円（前年同期は６億34百万円の収入）

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益33億57百万円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）

当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果使用された資金は、36億11百万円（前年同期は37億89百万円の支

出）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34億78百万円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）

当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果使用された資金は、５億54百万円（前年同期は４億11百万円の支

出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入45億97百万円があった一方で、長期借入金の返済による支

出49億52百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年７月26日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年６月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年12月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,438 5,007

売掛金 2,799 2,905

商品 20,798 22,139

原材料及び貯蔵品 113 166

その他 2,364 2,935

流動資産合計 31,514 33,154

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 48,736 48,502

その他（純額） 10,523 12,763

有形固定資産合計 59,260 61,266

無形固定資産 374 368

投資その他の資産 5,969 6,083

固定資産合計 65,604 67,718

資産合計 97,118 100,872

負債の部

流動負債

買掛金 20,564 20,744

1年内返済予定の長期借入金 10,180 9,536

未払法人税等 964 1,246

契約負債 479 507

賞与引当金 105 98

その他 5,352 6,630

流動負債合計 37,647 38,764

固定負債

長期借入金 20,754 21,042

資産除去債務 2,199 2,307

その他 282 424

固定負債合計 23,236 23,773

負債合計 60,884 62,538
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年６月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年12月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,008 1,008

資本剰余金 6,424 6,424

利益剰余金 29,531 31,613

自己株式 △789 △789

株主資本合計 36,174 38,255

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 17

その他の包括利益累計額合計 11 17

新株予約権 47 60

純資産合計 36,233 38,334

負債純資産合計 97,118 100,872
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年６月21日
　至 2021年12月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月21日
　至 2022年12月20日)

売上高 76,241 83,874

売上原価 61,057 66,744

売上総利益 15,183 17,129

販売費及び一般管理費 12,261 13,764

営業利益 2,921 3,364

営業外収益

受取利息 4 4

受取賃貸料 149 155

受取手数料 145 155

その他 114 83

営業外収益合計 413 399

営業外費用

支払利息 26 32

賃貸費用 97 102

その他 85 66

営業外費用合計 208 202

経常利益 3,126 3,561

特別利益

固定資産売却益 － 0

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産除却損 2 9

減損損失 － 195

特別損失合計 2 205

税金等調整前四半期純利益 3,123 3,357

法人税、住民税及び事業税 1,030 1,180

法人税等調整額 △39 △94

法人税等合計 991 1,086

四半期純利益 2,132 2,271

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,132 2,271
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年６月21日
　至 2021年12月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月21日
　至 2022年12月20日)

四半期純利益 2,132 2,271

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20 5

その他の包括利益合計 △20 5

四半期包括利益 2,111 2,277

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,111 2,277

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年６月21日
　至 2021年12月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月21日
　至 2022年12月20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 3,123 3,357

減価償却費 2,190 2,411

固定資産除却損 2 9

固定資産売却損益（△は益） ― △0

減損損失 ― 195

新株予約権戻入益 ― △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △7

契約負債の増減額（△は減少） 473 27

ポイント引当金の増減額（△は減少） △339 ―

受取利息及び受取配当金 △4 △4

支払利息 26 32

売上債権の増減額（△は増加） 0 △105

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,223 △1,394

仕入債務の増減額（△は減少） △355 179

未払金の増減額（△は減少） △983 662

その他 △1,069 △807

小計 1,803 4,556

利息及び配当金の受取額 4 4

利息の支払額 △27 △33

法人税等の支払額 △1,146 △791

営業活動によるキャッシュ・フロー 634 3,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,706 △3,478

有形固定資産の売却による収入 ― 0

無形固定資産の取得による支出 △21 △43

投資有価証券の売却による収入 35 ―

差入保証金の差入による支出 △95 △36

差入保証金の回収による収入 6 2

その他 △8 △56

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,789 △3,611

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 3,923 4,597

長期借入金の返済による支出 △4,135 △4,952

新株予約権の行使による株式の発行による収入 7 ―

自己株式の取得による支出 △0 ―

リース債務の返済による支出 △16 △9

配当金の支払額 △189 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △411 △554

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,566 △430

現金及び現金同等物の期首残高 7,913 5,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,346 5,007
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　


