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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第68期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第67期

会計期間

自　平成20年
　　６月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成19年
　　６月１日
至　平成20年
　　５月31日

売上高 (千円) 8,028,49230,938,279

経常利益 (千円) 59,876 286,940

四半期純損失(△)又は当
期純利益

(千円) △70,586 165,634

純資産額 (千円) 3,291,4983,465,015

総資産額 (千円) 17,950,25118,007,202

１株当たり純資産額 (円) 242.83 255.58

１株当たり四半期純損失
(△)又は当期純利益

(円) △5.20 12.21

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 18.3 19.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 152,876 861,227

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △166,948△1,050,859

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 185,144 231,796

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,658,5761,487,504

従業員数 (名) 280 283

(注)　1　売上高には、消費税等は含まれておりません。

    　2　潜在株式調整後１株あたり四半期(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。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、主要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 280(1,080)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時

間勤務換算)を外数で記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 264 (815)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間勤

務換算)を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの営業収益は、次のとおりでありま

す。
　

事業の種類別セグメントの名称 営業収益(千円)

流通事業

食品 7,445,323

衣料品 583,168

その他 238,817

小計 8,267,309

サービス事業 11,476

合計 8,278,786

(注) 　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　
　

(2) 商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの商品仕入は、次のとおりでありま

す。
　

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円)

流通事業
 

食品 5,535,500

衣料品 311,648

小計 5,847,149

サービス事業 ―

合計 5,847,149

(注) 　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。
　

　(1)　業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等により景気の先行きは一層の不透

明感の中で推移しました。小売業界を取り巻く環境は、食の安全を脅かす中国製冷凍ギョーザ事件、食品偽

装問題の多発、原料高による商品価格の値上げ等により、消費は一段と節約志向が強まっており、さらに、同

業他社や他業態との価格競争も激しく、ますます厳しい経営環境が続いております。 

このような状況におきまして、当社グループとしましては食の安心安全を第一に食品を中心に地域に密

着するスーパーマーケットを目指し、営業企画として好評をいただいております「木曜特売市」「日曜新

鮮市」「月曜特売98円均一」のさらなる充実に努めてまいりました。生鮮食品におきましては、岡崎食品加

工センターの活用により、安心安全で味と鮮度にこだわった商品の充実に努めてまいりました。一般食品に

つきましては、特色のある「こだわり商品」の展開をさらに進めてまいりました。また原料価格高騰による

商品価格の値上げに対抗し、当社独自の値打価格プライベート商品の開発を進め、消費者の節約志向に対応

した戦略を打ち出しました。さらに寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカにおきましては品揃えの充実、

品質の追求をした結果、店舗全体の集客力に大きく寄与いたしました。

以上の結果、当連結第１四半期の営業収益は82億78百万円、営業利益は69百万円、経常利益は59百万円と

なりましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を当第１四半期連結会計期間から適用し、特別損失に

たな卸資産評価損１億20百万円を計上したことにより、四半期純損失は70百万円となりました。 

 

　(2)　財政状態の分析

当第１四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56百万円減少し、179億50百万

円となりました。これは主に、たな卸資産価額の減少によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ１億16百万円増加し、146億58百万円となりました。これは主に、借入金

の増加によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ、１億73百万円減少し、32億91百万円となり、自己資本比率は18.3%とな

りました。
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　(3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１億71百

万円増加し、16億58百万円となりました。増減の主な内容につきましては、下記のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億52百万円の収入超過となりました。

これは、税金等調整前四半期純損失が１億16百万円でありましたが、減価償却費１億24百万円及びたな卸

資産が２億92百万円減少したこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億66百万円の支出超過となりました。これは、既存店の改装等

に伴う有形固定資産の取得が主な要因であります。

(財務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・フローは、１億85百万円の収入超過となりました。これは、社債の償還によ

る支出が、２億59百万円あったものの、借入金による純収入が５億13百万円あったこと等によるものであり

ます。
　

　(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

おいて重要な変更はありません。なお、前連結会計年度末に計画中であった、東浦店の店舗(賃借)建替に

伴う除却は以下の通り完了しております。

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別　
セグメントの　

名称
設備の内容

帳簿価額
(千円)

除却等の
完了年月

除却等による減少能力

提出会社
　東浦店
　(愛知県知多郡
　 東浦町)

　流通事業 内装設備等 33,377平成20年８月
店舗(賃借)建替のため
能力の減少はなし

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 41,000,000

計 41,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年10月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,774,24913,774,249
名古屋証券取引所　
市場第二部

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

計 13,774,24913,774,249― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年８月31日 ― 13,774,249 ― 841,545 ― 790,395

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期連結会計期間において大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年５月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　 217,000

―
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式
　　　　13,423,000

13,423 同上

単元未満株式 普通株式　 134,249 ― 同上

発行済株式総数  13,774,249 ― ―

総株主の議決権 ― 13,423 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式224株及び証券保管振替機構名義の株式が100株含まれ

ております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱ドミー

愛知県岡崎市
大平町字八ツ幡１番地１

217,000 ― 217,000 1.57

計 ― 217,000 ― 217,000 1.57

(注)　このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あり、当該

株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　６月 ７月 ８月

最高(円) 536 596 561

最低(円) 490 540 390

(注)　最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年６月　1

日から平成20年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人及び公認会計

士榊原收氏により四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,138,576 1,967,504

受取手形及び売掛金 28,744 30,788

商品 1,074,871 1,368,143

貯蔵品 25,996 24,962

その他 1,015,437 917,265

流動資産合計 4,283,626 4,308,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,415,512 4,526,871

土地 4,555,314 4,555,314

その他（純額） 504,370 368,986

有形固定資産合計 ※１
 9,475,197

※１
 9,451,171

無形固定資産 571,212 568,183

投資その他の資産

差入保証金 2,182,799 2,216,495

その他 1,405,023 1,428,842

投資その他の資産合計 3,587,822 3,645,337

固定資産合計 13,634,232 13,664,692

繰延資産 32,392 33,846

資産合計 17,950,251 18,007,202

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※３
 3,229,734

※３
 3,234,458

短期借入金 3,200,000 2,800,000

未払法人税等 15,190 53,752

引当金 97,160 231,314

その他 2,155,758 2,144,965

流動負債合計 8,697,843 8,464,490

固定負債

社債 1,859,800 2,024,200

長期借入金 2,562,891 2,525,375

退職給付引当金 602,449 599,788

役員退職慰労引当金 214,805 209,693

その他 720,962 718,638

固定負債合計 5,960,909 6,077,696

負債合計 14,658,752 14,542,187
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 841,545 841,545

資本剰余金 790,395 790,395

利益剰余金 1,735,672 1,874,043

自己株式 △106,724 △105,367

株主資本合計 3,260,888 3,400,616

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 37,759 64,399

繰延ヘッジ損益 △7,149 －

評価・換算差額等合計 30,609 64,399

純資産合計 3,291,498 3,465,015

負債純資産合計 17,950,251 18,007,202
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
  至 平成20年８月31日)

売上高 8,028,492

売上原価 6,010,555

売上総利益 2,017,936

営業収入 250,294

営業総利益 2,268,230

販売費及び一般管理費 ※１
 2,198,533

営業利益 69,697

営業外収益

受取利息 2,853

受取配当金 8,824

持分法による投資利益 8,234

その他 18,467

営業外収益合計 38,380

営業外費用

支払利息 38,198

その他 10,002

営業外費用合計 48,201

経常利益 59,876

特別利益

受取保険金 4,000

特別利益合計 4,000

特別損失

固定資産除却損 35,160

たな卸資産評価損 120,919

災害による損失 15,429

その他 9,315

特別損失合計 180,823

税金等調整前四半期純損失（△） △116,947

法人税、住民税及び事業税 10,950

法人税等調整額 △57,310

法人税等合計 △46,360

四半期純損失（△） △70,586
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
  至 平成20年８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損失（△） △116,947

減価償却費 124,956

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,654

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500

支払利息 38,198

持分法による投資損益（△は益） △8,234

有形固定資産除却損 35,160

たな卸資産の増減額（△は増加） 292,237

未収消費税等の増減額（△は増加） 30,408

仕入債務の増減額（△は減少） △4,723

その他 △45,572

小計 211,329

利息及び配当金の受取額 11,753

利息の支払額 △36,587

法人税等の支払額 △33,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,876

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 △180,818

差入保証金の差入による支出 △2,226

差入保証金の回収による収入 27,712

預り保証金の返還による支出 △10,494

その他 △1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,750,000

短期借入金の返済による支出 △2,350,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △286,314

社債の償還による支出 △259,400

配当金の支払額 △67,785

その他 △1,356

財務活動によるキャッシュ・フロー 185,144

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） 171,072

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,658,576
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を当第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が86,886千円、税金等調整前

四半期純損失が34,032千円増加しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　なお、セグメント情報に与える影響につきましては、当該箇所に記載しております。

(2) リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業

会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有

権移転外ファイナンス・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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この変更による損益に与える影響はありません。

　　　　なお、セグメント情報に与える影響につきましては、当該箇所に記載しております。
 

　

【簡便な会計処理】

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年５月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　6,019,334千円
 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　6,201,923千円

　２　銀行借入に対する保証債務

　連結子会社以外の金融機関からの借入金に対して、

次の通り債務保証を行っております。

　　　新安城商業開発㈱ 　　631,000千円

　２　銀行借入に対する保証債務

　連結子会社以外の金融機関からの借入金に対して、

次の通り債務保証を行っております。

　　　新安城商業開発㈱ 636,000千円

　　※３　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれております。　

　　　支払手形 123,416千円

 　※３　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれており

ます。　

　　　支払手形 137,559千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料・賞与 848,980千円

賞与引当金繰入額 6,831千円

退職給付費用 26,120千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,112千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,138,576千円

預入期間が３か月超の定期預金 480,000千円

現金及び現金同等物 1,658,576千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,774,249

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 219,736

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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20年８月27日
定時株主総会

普通株式 67,785利益剰余金 5 平成20年５月31日 平成20年８月28日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

　　　　リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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て処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取

引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。

　

(有価証券関係)

　　　　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動は

ありません。

　

(デリバティブ取引関係)

　　　当第１四半期連結会計期間末(平成20年８月31日)

　　　  当社が利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記載を省略

しております。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

流通事業　　　(千
円)

サービス事業　　　
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

営業収益 8,267,86469,3538,337,218△58,4318,278,786

営業利益 60,759 8,781 69,540 156 69,697

(注) １　事業の区分は、提供する商品とサービスの販売形態により区分しております。

２　各区分の主な事業の内容

(1) 流通事業・・・・スーパーマーケット

(2) サービス事業・・清掃業、保守業、保険代理業

３　会計処理の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準 

　　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を当第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)に変更しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、流通事業の営業利益が86,886千円増加しております。　　　　 

(2) リース取引に関する会計基準等

　　　リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会

計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所

有権移転外ファイナンス・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から通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

  この変更による損益に与える影響はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

 (企業結合等関係)

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

19/22



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年５月31日)

242.83円 255.58円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

１株当たり四半期純損失 △5.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

  　２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日 
 至　平成20年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △70,586

普通株式に係る四半期純損失(千円) △70,586

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,555

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

20/22



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年10月14日

株式会社ドミー

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　谷　　口　　定　　敏　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　橋　　正　　明　　印

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士榊原・藤原共同事務所

 
公認会計士　　榊　　原　　　　收　　　印

　

当監査法人及び私は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ドミーの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人及び私の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人及び私は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。

　当監査法人及び私が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドミー及び連結子会社の平成

20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

追記情報 

　注記事項の四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　１ 会計処理の原則及び手続

の変更に記載されているとおり、会社は「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更した。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員及び私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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