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1. 2021年9月期の業績（2020年9月21日～2021年9月20日）

(1) 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 ％

2021年9月期 96,241 0.1 1,543 12.1 1,656 11.4 1,155 10.6

2020年9月期 96,110 4.3 1,376 ― 1,486 ― 1,044 ―

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 ％ ％ ％

2021年9月期 143.82 ― 7.6 3.9 1.6

2020年9月期 129.81 ― 7.4 3.6 1.4

（参考） 持分法投資損益 2021年9月期 ―百万円 2020年9月期 ―百万円

(2) 財政状態

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

2021年9月期 41,710 15,662 37.6 1,949.54

2020年9月期 42,612 14,693 34.5 1,828.92

（参考） 自己資本 2021年9月期 15,662百万円 2020年9月期 14,693百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
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

2021年9月期 472 836 △1,232 7,781

2020年9月期 5,335 △1,679 △825 7,704

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ％ ％

2020年9月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 144 13.9 1.0

2021年9月期 ― 5.00 ― 16.00 21.00 168 14.6 1.1

2022年9月期(予想) ― 5.00 ― 17.00 22.00 15.1

3. 2022年9月期の業績予想（2021年9月21日～2022年9月20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) 46,500 0.4 710 0.2 740 0.0 500 1.1 62.24

通期 95,500 0.5 1,550 0.4 1,660 0.2 1,160 0.4 144.39

（注）2022年9月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の業績の予想は当該会計基準等を適用した後の金額
となっており、対前期及び対前年四半期増減率については、2021年9月期に当該会計基準等を適用したと仮定して算定した増減率を記載しております。



※ 注記事項

(1) 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

(2) 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） 2021年9月期 8,090,000 株 2020年9月期 8,090,000 株

② 期末自己株式数 2021年9月期 56,280 株 2020年9月期 56,280 株

③ 期中平均株式数 2021年9月期 8,033,720 株 2020年9月期 8,046,151 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、その達成
を当社として約束する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
利用に当たっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

(当期の経営成績)

　当事業年度（自　2020年９月21日　至　2021年９月20日）における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症に

よる個人消費や企業活動の収縮、雇用環境の悪化等の影響が長期化する中、ワクチンの接種が進み、政府や地方自治

体による経済対策等の効果から、回復の兆しが見られたものの、変異株ウィルスの急激な拡大により、一部地域にお

いて断続的な緊急事態宣言の発令や、まん延防止等重点措置の実施により先行きが不透明な状況が続いておりまし

た。

　小売業界におきましては、国内外における新型コロナウイルス感染症終息の見込みが依然不透明であることから、

商品の調達や消費への影響は、今後さらに長期化することが懸念されます。また、日本国内における人口減少により

市場規模が縮小していく中で、業種業態を問わず企業間競争は熾烈を極めております。

　このような状況のもと、当社は、収益力の強化を最重要課題とし、下記の施策に積極的に取り組んでまいりまし

た。

①「新たな顧客の創造」（客数増）策として、

・ＰＢ（プライベートブランド）商品開発の強化

・買い物環境改善のための売場改装、キャッシュレス対応

・新たな顧客サービスとしてEC販売、ピックアップサービスの推進

・新業態の開発

②「粗利改善・経費削減」策として、

・ロス対策の強化及びバイヤーの交渉力強化

・自動発注システムによる在庫適正化

・業務効率化による労働時間の削減

③「コロナ禍におけるスーパーセンターの使命」として、

・社会のインフラとして日常生活に必要な商品をワンストップで提供

・広大な店舗面積を活かして安心して買い物ができる環境の提供

　以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高は96,241百万円と前事業年度比0.1％増となりました。利益

におきましては、営業利益は1,543百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益は1,656百万円（前年同期比11.4％

増）、当期純利益は1,155百万円（前年同期比10.6％増）となりました。

　なお、当社は、フーズ、ノンフーズ等の小売業という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。

(2）当期の財政状態の概況

(資産)

当事業年度末における資産合計は、41,710百万円（前年同期比901百万円減）となりました。これは主に、現金及

び預金の減少（前年同期比1,223百万円減）によるものであります。

(負債)

当事業年度末における負債合計は、26,048百万円（前年同期比1,870百万円減）となりました。これは主に、長期

借入金の減少（前年同期比673百万円減）によるものであります。

(純資産)

当事業年度末における純資産合計は、15,662百万円（前年同期比969百万円増）となりました。これは主に、当期

純利益が1,155百万円となり、剰余金の配当が184百万円があったことによるものであります。
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2018年９月期 2019年９月期 2020年９月期 2021年9月期

自己資本比率(％) 46.7 33.7 34.5 37.5

時価ベースの自己資本比率(％) 26.9 14.6 16.2 14.2

債務償還年数(年) 0.9 － 2.0 23.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 54.2 － 49.6 4.3

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ76百万円増加し、

7,781百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は472百万円（前年同期5,535百万円の獲得）となりました。これ

は主に、税引前当期純利益1,715百万円、減価償却費1,381百万円、未払消費税等の減少978百万円、法人税等の支払

546百万円等があったこと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)

当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は836百万円（前年同期1,679百万円の使用）となりました。これ

は主に、定期預金の預入による支出800百万円、定期預金の払戻による収入2,100百万円があったことによるものであ

ります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1,232百万円（前年同期825百万円の使用）となりました。これ

は、長期借入による返済458百万円があったことによるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数により算出しています。

（注２）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債の内、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

（注３）営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。

（注４）利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 (注５）2019年９月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスであるため記載しておりません。

(4）今後の見通し

国内外における新型コロナウイルス感染症終息の見込みが依然不透明である中、日本国内の小売業界におきまして

は、消費者の行動や消費スタイルに変化が見られ、益々多様化する消費者ニーズへの対応が求められております。

消費者の節約志向は依然として根強く、低価格競争の激化、ネット販売や食品の宅配等の事業環境変化、人手不足

のなか人材確保にかかる人件費をはじめ、物流コスト等各種経費が上昇し、今後も経営環境は益々厳しさを増すもの

と思われます。

このような状況のもと、第41期（2022年９月期）につきましては、「改装での既存店活性化による客数増」「ＰＢ

強化による差別化・粗利改善」「業務改革による人件費削減」を重点施策とし、収益構造改革に取り組んでまいりま

す。

以上のことから、2022年９月期の業績見通しといたしましては、売上高95,500百万円（前年同期比0.5％増）、営

業利益1,550百万円(前年同期比0.4％増)、経常利益1,660百万円（前年同期比0.2％増）、当期純利益1,160百万円

（前年同期比0.4％増）を見込んでおります。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年９月20日)

当事業年度
(2021年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,254 8,031

売掛金 1,388 1,719

リース投資資産 29 29

商品 7,239 7,332

貯蔵品 23 24

その他 624 596

流動資産合計 18,559 17,733

固定資産

有形固定資産

建物 22,934 24,175

減価償却累計額 △13,550 △14,195

建物（純額） 9,383 9,980

構築物 3,615 3,763

減価償却累計額 △2,366 △2,486

構築物（純額） 1,249 1,276

機械及び装置 271 264

減価償却累計額 △106 △130

機械及び装置（純額） 164 133

車両運搬具 81 84

減価償却累計額 △63 △65

車両運搬具（純額） 17 19

工具、器具及び備品 1,397 1,509

減価償却累計額 △1,052 △1,067

工具、器具及び備品（純額） 344 442

土地 5,327 5,327

リース資産 2,592 3,710

減価償却累計額 △1,288 △1,629

リース資産（純額） 1,304 2,080

建設仮勘定 1,381 5

有形固定資産合計 19,173 19,266

無形固定資産

借地権 1,248 1,241

ソフトウエア 61 142

リース資産 62 49

その他 7 7

無形固定資産合計 1,380 1,441

投資その他の資産

投資有価証券 30 28

リース投資資産 198 169

長期前払費用 79 79

繰延税金資産 625 495

敷金及び保証金 2,540 2,473

その他 23 23

投資その他の資産合計 3,498 3,269

固定資産合計 24,052 23,977

資産合計 42,612 41,710

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年９月20日)

当事業年度
(2021年９月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 2 －

電子記録債務 940 805

買掛金 6,505 6,214

１年内返済予定の長期借入金 458 673

リース債務 447 512

未払金 849 502

未払費用 1,157 1,105

未払法人税等 425 289

賞与引当金 450 425

その他 1,267 327

流動負債合計 12,505 10,856

固定負債

長期借入金 8,948 8,274

リース債務 1,080 1,547

退職給付引当金 1,577 1,653

長期未払金 340 104

長期預り敷金保証金 376 348

資産除去債務 3,090 3,263

固定負債合計 15,414 15,192

負債合計 27,919 26,048

純資産の部

株主資本

資本金 1,425 1,425

資本剰余金

資本準備金 1,585 1,585

資本剰余金合計 1,585 1,585

利益剰余金

利益準備金 257 257

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 1,756 1,709

別途積立金 3,141 3,141

繰越利益剰余金 6,537 7,555

利益剰余金合計 11,693 12,663

自己株式 △0 △0

株主資本合計 14,703 15,674

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10 △12

評価・換算差額等合計 △10 △12

純資産合計 14,693 15,662

負債純資産合計 42,612 41,710
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2019年９月21日
　至　2020年９月20日)

当事業年度
(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

売上高

商品売上高 95,755 95,863

不動産賃貸収入 354 378

売上高合計 96,110 96,241

売上原価

商品期首たな卸高 8,285 7,239

当期商品仕入高 74,955 75,833

合計 83,241 83,072

商品期末たな卸高 7,239 7,332

商品売上原価 76,002 75,740

不動産賃貸原価 69 69

売上原価合計 76,072 75,809

売上総利益 20,038 20,431

販売費及び一般管理費

給料及び手当 8,859 8,958

賞与引当金繰入額 450 425

退職給付費用 142 124

減価償却費 1,196 1,373

その他 8,012 8,006

販売費及び一般管理費合計 18,661 18,887

営業利益 1,376 1,543

営業外収益

受取利息及び配当金 12 8

受取手数料 131 136

助成金収入 48 20

受取保険金 12 10

協賛金収入 － 56

雑収入 47 26

営業外収益合計 252 260

営業外費用

支払利息 111 113

固定資産除却損 5 18

雑損失 26 16

営業外費用合計 142 148

経常利益 1,486 1,656

特別利益

債務免除益 － 105

特別利益合計 － 105

特別損失

減損損失 36 46

特別損失合計 36 46

税引前当期純利益 1,449 1,715

法人税、住民税及び事業税 344 429

法人税等調整額 60 130

法人税等合計 405 559

当期純利益 1,044 1,155

（２）損益計算書
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,425 1,585 257 1,803 3,141 5,446 10,648 △0 13,659

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

固定資産圧縮積立金の
取崩

△47 47 － －

当期純利益 1,044 1,044 1,044

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － △47 － 1,091 1,044 △0 1,044

当期末残高 1,425 1,585 257 1,756 3,141 6,537 11,693 △0 14,703

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

当期首残高 △15 13,643

当期変動額

自己株式の取得 △0

固定資産圧縮積立金の
取崩

－

当期純利益 1,044

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

4 4

当期変動額合計 4 1,049

当期末残高 △10 14,693

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年９月21日　至　2020年９月20日）
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(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,425 1,585 257 1,756 3,141 6,537 11,693 △0 14,703

当期変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩

△47 47 － －

剰余金の配当 △184 △184 △184

当期純利益 1,155 1,155 1,155

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － △47 － 1,018 970 － 970

当期末残高 1,425 1,585 257 1,709 3,141 7,555 12,663 △0 15,674

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有
価証券評
価差額金

当期首残高 △10 14,693

当期変動額

固定資産圧縮積立金の
取崩

－

剰余金の配当 △184

当期純利益 1,155

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△1 △1

当期変動額合計 △1 969

当期末残高 △12 15,662

当事業年度（自　2020年９月21日　至　2021年９月20日）
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　2019年９月21日
　至　2020年９月20日)

当事業年度
(自　2020年９月21日

　至　2021年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,449 1,715

減価償却費 1,204 1,381

長期前払費用償却額 1 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64 75

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △65 －

減損損失 36 46

受取利息及び受取配当金 △12 △8

支払利息 111 113

売上債権の増減額（△は増加） △411 △331

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,050 △94

仕入債務の増減額（△は減少） △6 △428

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,019 △978

債務免除益 － △105

その他 989 △237

小計 5,443 1,128

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △107 △109

法人税等の支払額 △2 △546

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,335 472

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 △2,550 △800

定期預金の払戻による収入 1,800 2,100

有形固定資産の取得による支出 △982 △306

無形固定資産の取得による支出 △26 △111

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

敷金及び保証金の差入による支出 － △352

敷金及び保証金の回収による収入 79 307

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,679 836

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 △392 △458

配当金の支払額 △0 △183

その他 △432 △589

財務活動によるキャッシュ・フロー △825 △1,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,830 76

現金及び現金同等物の期首残高 4,874 7,704

現金及び現金同等物の期末残高 7,704 7,781

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（持分法損益等）

当社は、関連会社がないため、該当事項はありません。

（単位：百万円）

フーズ ノンフーズ その他 合計

外部顧客への売上高 66,039 29,715 354 96,110

（単位：百万円）

フーズ ノンフーズ その他 合計

外部顧客への売上高 66,093 29,770 378 96,241

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、フーズ、ノンフーズ等の小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2019年９月21日  至　2020年９月20日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

  (1) 売上高

　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　　　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略し

ております。

当事業年度（自　2020年９月21日  至　2021年９月20日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

  (1) 売上高

　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　　　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略し

ております。
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【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】

　該当事項はありません。

【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】

  該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  該当事項はありません。

項目
前事業年度

（自　2019年９月21日
至　2020年９月20日）

当事業年度
（自　2020年９月21日

至　2021年９月20日）

１株当たり純資産額（円） 1,828.92 1,949.54

１株当たり当期純利益（円） 129.81 143.82

前事業年度末
（2020年９月20日）

当事業年度末
（2021年９月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 14,693 15,662

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 14,693 15,662

期末の普通株式の数（株） 8,033,720 8,033,720

前事業年度
（自　2019年９月21日

至　2020年９月20日）

当事業年度
（自　2020年９月21日

至　2021年９月20日）

当期純利益（百万円） 1,044 1,155

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,044 1,155

期中平均株式数（株） 8,046,151 8,033,720

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　（注）３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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