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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２四半期　　　　
連結累計期間

第69期
第２四半期　　　　
連結累計期間

第68期
第２四半期　　　　
連結会計期間

第69期
第２四半期　　　　
連結会計期間

第68期

会計期間

自　平成20年
　　６月１日
至　平成20年
　　11月30日

自　平成21年
　　６月１日
至　平成21年
　　11月30日

自　平成20年
　　９月１日
至　平成20年
　　11月30日

自　平成21年
　　９月１日
至　平成21年
　　11月30日

自　平成20年
　　６月１日
至　平成21年
　　５月31日

売上高 (千円) 15,733,535　15,984,0457,705,043　7,821,50631,778,862

経常利益 (千円) 192,986 81,963 133,109 147,285 344,016

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△)

(千円) △3,855 43,041 66,731 92,863 76,743

純資産額 (千円) ― ― 3,326,0493,258,8063,316,177

総資産額 (千円) ― ― 18,155,77418,766,71618,930,353

１株当たり純資産額 (円) ― ― 245.40 240.52 244.72

１株当たり四半期(当
期)純利益又は四半期純
損失(△)

(円) △0.28 3.17 4.92 6.85 5.66

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 17.3 17.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 137,089 30,713 ― ― 807,394

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △549,296△370,967 ― ― △1,223,212

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 348,009 136,116 ― ― 551,155

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,423,3061,418,7031,622,841

従業員数 (名) ― ― 274 281 287

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第68期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

３　第69期第２四半期連結累計期間、第68期第２四半期連結会計期間、第69期第２四半期連結会計期間及び第68期

の潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

　

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

 2/26



２ 【事業の内容】

当第２四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２四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21年11月30日現在

従業員数(名) 281(1,103)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第２四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21年11月30日現在

従業員数(名) 262 (836)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第２四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 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第２四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) 前年同四半期比（％）

流通事業 　 　

食品 6,948,228 2.9

日用雑貨 379,696 △8.2

衣料品 493,581 △8.4

その他 233,104 △3.1

小計 8,054,611 1.4

サービス事業 10,221 △12.2

合計 8,064,832 1.4

(注) 1.　前第２四半期連結会計期間の流通事業における食品には、日用雑貨413,828千円が含まれております。

2.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 3.　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２四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) 前年同四半期比（％）

流通事業
 
　

食品 5,298,299 3.8

日用雑貨 324,770 △5.8

衣料品 395,074 △7.0

小計 6,018,144 2.5

サービス事業 ― ―

合計 6,018,144 2.5

(注) 1.　前第２四半期連結会計期間の流通事業における食品には、日用雑貨344,863千円が含まれております。

2.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 3.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
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)　経営成績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安に端を発した景気後退から一部企

業において業績改善が見られるものの、雇用環境の悪化や個人消費の冷え込みが続き先行き不透明な厳し

い状況になっております。また、小売業界を取り巻く環境は、一段と節約志向が強まっており、さらに同業他

社や他業種との価格競争の激化等、ますます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もと、当社グループとしましては、食品を中心に地域に密着したスーパーマーケッ

トとして、お客様からの高い支持・信頼をいただけるよう、安心で安全な商品を提供することを第一に取り

組むとともに、販売管理費の節約・削減を行い経営の効率化を図ってまいりましたが、お客様の節約志向、

夏場の天候不順による消費の低迷等もあり、価格競争に伴う荒利益高減をカバー出来ず、利益は減少いたし

ました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は80億64百万円(前年同四半期比1.4％増)、営業利益

は１億68百万円(前年同四半期比8.8％増)、経常利益は１億47百万円(前年同四半期比10.6％増)、四半期純

利益は92百万円(39.1％増)となりました。 

事業のセグメント別の状況は次のとおりであります。 

（流通事業） 

流通事業といたしましては、営業企画として季節催事や、「木曜特売市」「日曜新鮮市」「生活応援特価

市」をさらに充実させるとともに、お客様のお好きな商品を割引く「生活応援割引券」を配布する特別企

画を展開して大変好評を得ております。生鮮食品につきましては、岡崎食品加工センターを有効に活用する

ことにより、安心安全を第一に味・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

しても、特色のある「こだわり商品」の展開と、当社独自のプライベートブランド商品の開発を進め、消費

者の節約志向に対応した戦略を推し進めました。寿司、惣菜部門を担当するドミーデリカにおきましても、

品揃えの充実、味、品質の追求をして、店舗全体の集客力のアップに努めました。 

以上の結果、流通事業の営業収益は80億54百万円となりました。 

（サービス事業） 

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び保険代理業等を営んでおり、効率的な店舗の清掃業務

及び店舗設備の保守業務に努め、また、保険代理業務についても営業部門の充実と顧客の開拓に努めてまい

りました。

以上の結果、サービス事業の営業収益は10百万円となりました。

　(2)　財政状態の分析

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１億63百万円減少し、187億66

百万円となりました。これは主に、現金及び預金２億４百万円、差入保証金37百万円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１億６百万円減少し、155億７百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金１億73百万円、社債１億64百万円の減少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、57百万円減少し、32億58百万円となり、自己資本比率は17.3%となりま

した。
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　(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四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、第１四半期連結会計期間末に比べ

１億45百万円減少し、14億18百万円となりました。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)

営業活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ１百万円減少し13百万円となりました。

これは主に、前年同四半期に比べ税金等調整前四半期純利益が46百万円増加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)

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ２億35百万円減少し１億46百万円となりました。

これは主に、前年同四半期に比べ有形固定資産の取得による支出が２億６百万円減少したこと等による

ものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ１億47百万円減少し14百万円となりました。

これは主に、前年同四半期に比べ借入金による純収入が１億30百万円減少し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２四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。

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

 6/26



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年１月14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

単元株式数　1,000株　　　　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21年11月30日 ― 13,774,249 ― 841,545 ― 790,395
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(5) 【大株主の状況】

平成21年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

梶　川　須賀子 愛知県西尾市 1,239 8.99

ドミー親和会 愛知県岡崎市大平町字八ツ幡１番地１ 789 5.73

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 628 4.56

西尾信用金庫 愛知県西尾市寄住町洲田51番地 581 4.22

梶　川　志　郎 愛知県岡崎市 522 3.79

ドミー親栄会 愛知県岡崎市大平町字八ツ幡１番地１ 520 3.77

ドミー社員持株会 愛知県岡崎市大平町字八ツ幡１番地１ 494 3.59

㈱名古屋銀行 名古屋市中区錦三丁目19番17号 473 3.43

富 田 京 子 愛知県岡崎市 269 1.95

梶 川 勇 次 愛知県西尾市 260 1.88

計 ― 5,778 41.95

(注) ドミー親和会及びドミー新栄会は、当社の取引先を会員とする持株会であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年11月30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　 225,000

―
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
　　　　13,418,000

13,418 同上

単元未満株式 普通株式　 131,249 ― 同上

発行済株式総数  13,774,249 ― ―

総株主の議決権 ― 13,418 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式480株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年11月30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

225,000 ― 225,000 1.63

計 ― 225,000 ― 225,000 1.63

　

　

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21年
　６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 609 600 609 629 608 587

最低(円) 506 550 575 582 580 495

(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。

　

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。

　

　

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

10/26



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。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間(平成20年６月１日から平成20年11月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間（平

成21年６月１日から平成21年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間(平成20年９月　1

日から平成20年11月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年６月１日から平成20年11月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、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、当第２四半期連結会計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び当第２四

半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について

は、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

前連結会計年度 新日本有限責任監査法人・公認会計士榊原收氏

当第２四半期連結会計期間
及び当第２四半期連結累計期間 新日本有限責任監査法人
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,898,703 2,102,841

受取手形及び売掛金 38,793 35,780

商品 1,313,764 1,181,539

貯蔵品 22,435 25,103

その他 908,984 1,080,271

流動資産合計 4,182,681 4,425,537

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,729,848 4,757,779

土地 4,683,755 4,638,592

その他（純額） 592,107 572,361

有形固定資産合計 ※1
 10,005,711

※1
 9,968,733

無形固定資産 640,405 616,815

投資その他の資産

差入保証金 2,299,737 2,336,859

その他 1,606,621 1,547,833

投資その他の資産合計 3,906,359 3,884,692

固定資産合計 14,552,476 14,470,241

繰延資産 31,558 34,575

資産合計 18,766,716 18,930,353

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,068,266 ※3
 3,241,420

短期借入金 3,750,000 3,350,000

未払法人税等 38,684 46,066

引当金 167,148 225,943

その他 2,007,623 2,034,322

流動負債合計 9,031,723 8,897,753

固定負債

社債 1,861,800 2,026,600

長期借入金 2,873,730 2,924,059

退職給付引当金 598,381 600,310

役員退職慰労引当金 229,706 231,013

その他 912,568 934,439

固定負債合計 6,476,186 6,716,422

負債合計 15,507,909 15,614,175
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21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 1,790,525 1,815,236

自己株式 △109,761 △108,721

株主資本合計 3,312,703 3,338,454

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △44,424 △13,467

繰延ヘッジ損益 △9,473 △8,809

評価・換算差額等合計 △53,897 △22,276

純資産合計 3,258,806 3,316,177

負債純資産合計 18,766,716 18,930,353
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(2)【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20年６月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 15,733,535 15,984,045

売上原価 11,693,743 11,972,796

売上総利益 4,039,792 4,011,248

営業収入 502,377 491,432

営業総利益 4,542,169 4,502,681

販売費及び一般管理費 ※1
 4,317,258

※１
 4,388,975

営業利益 224,911 113,705

営業外収益

受取利息 5,386 5,300

受取配当金 8,945 8,687

持分法による投資利益 12,184 12,450

その他 38,373 40,195

営業外収益合計 64,890 66,634

営業外費用

支払利息 77,252 78,765

その他 19,562 19,611

営業外費用合計 96,815 98,376

経常利益 192,986 81,963

特別利益

投資有価証券売却益 18,468 22,464

受取保険金 4,000 6,854

特別利益合計 22,468 29,319

特別損失

固定資産除却損 38,778 9,418

投資有価証券評価損 35,172 21,495

たな卸資産評価損 120,919 －

災害による損失 17,946 5,055

特別損失合計 212,816 35,968

税金等調整前四半期純利益 2,637 75,313

法人税、住民税及び事業税 30,090 28,890

法人税等調整額 △23,597 3,382

法人税等合計 6,492 32,272

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,855 43,041
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 7,705,043 7,821,506

売上原価 5,683,187 5,799,758

売上総利益 2,021,855 2,021,747

営業収入 252,082 243,326

営業総利益 2,273,938 2,265,073

販売費及び一般管理費 ※1
 2,118,724

※1
 2,096,150

営業利益 155,213 168,923

営業外収益

受取利息 2,533 2,638

受取配当金 120 130

持分法による投資利益 3,950 4,789

その他 19,906 19,136

営業外収益合計 26,510 26,695

営業外費用

支払利息 39,054 38,412

その他 9,560 9,920

営業外費用合計 48,614 48,333

経常利益 133,109 147,285

特別利益

投資有価証券売却益 18,468 22,464

受取保険金 － 6,854

特別利益合計 18,468 29,319

特別損失

固定資産除却損 3,617 689

投資有価証券評価損 25,857 5,182

災害による損失 2,517 5,055

特別損失合計 31,992 10,927

税金等調整前四半期純利益 119,584 165,676

法人税、住民税及び事業税 19,140 20,330

法人税等調整額 33,713 52,482

法人税等合計 52,853 72,812

四半期純利益 66,731 92,863
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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20年６月１日
　至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
　至 平成21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 2,637 75,313

減価償却費 256,516 303,985

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,091 △45,869

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △12,926

支払利息 77,252 78,765

持分法による投資損益（△は益） △12,184 △12,450

固定資産除売却損益（△は益） 38,778 9,418

投資有価証券評価損益（△は益） 35,172 21,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 100,794 △129,556

仕入債務の増減額（△は減少） △113,402 △173,154

その他 △93,554 8,475

小計 236,419 123,497

利息及び配当金の受取額 13,891 14,104

利息の支払額 △79,542 △81,419

法人税等の支払額 △33,678 △25,469

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,089 30,713

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 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △437,426 △261,846

投資有価証券の取得による支出 △51,884 △115,188

投資有価証券の売却による収入 23,928 36,250

差入保証金の差入による支出 △4,922 △12,360

差入保証金の回収による収入 54,185 52,186

預り保証金の返還による支出 △51,734 △47,872

その他 △71,441 △22,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,296 △370,967

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 5,000,000 6,850,000

短期借入金の返済による支出 △4,700,000 △6,450,000

長期借入れによる収入 900,000 470,000

長期借入金の返済による支出 △486,388 △529,535

社債の発行による収入 － 97,350

社債の償還による支出 △293,800 △198,800

配当金の支払額 △67,765 △67,752

その他 △4,037 △35,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 348,009 136,116

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） △64,197 △204,137

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,504 1,622,841

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,423,306

※1
 1,418,703

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

16/26



【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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)及び

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)

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】

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)

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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末
(平成21年５月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　6,628,785千円
 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　6,388,380千円

　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㈱ 522,000千円

　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㈱ 534,500千円

―――

　　 　

※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 113,440千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び賞与 1,501,419千円

賞与引当金繰入額 175,723千円

退職給付費用 51,538千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,515千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び賞与 1,553,776千円

賞与引当金繰入額 167,148千円

退職給付費用 60,399千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,261千円

　

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び賞与 652,438千円

賞与引当金繰入額 168,892千円

退職給付費用 25,417千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,402千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給料及び賞与 767,802千円

賞与引当金繰入額 70,321千円

退職給付費用 27,664千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,073千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30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 1,913,306千円

預入期間が３か月超の定期預金 490,000千円

現金及び現金同等物 1,423,306千円

※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 1,898,703千円

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 1,418,703千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日

　至 平成21年11月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 225,480

　

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)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年８月27日
定時株主総会

普通株式 67,752 5 平成21年５月31日平成21年８月28日 利益剰余金

　
　(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

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 配当の原資

平成22年１月８日
取締役会

普通株式 67,743 5 平成21年11月30日平成22年２月12日 利益剰余金

　

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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年９月１日  至  平成20年11月30日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める流通事業の割合が、いずれも90％を超えるた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年９月１日  至  平成21年11月30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 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する
　 営業収益

8,054,61110,2218,064,832 － 8,064,832

(2)セグメント間の内部営業
　 収益又は振替高

492 41,380 41,873 (41,873) －

　　　　　　計 8,055,10351,6028,106,705(41,873)8,064,832

営業利益 161,851 5,981 167,833 1,089 168,923

(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

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める流通事業の割合が、いずれも90％を超えるた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年６月１日　至　平成21年11月30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 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する
　 営業収益

16,453,33022,14716,475,478 － 16,475,478

(2)セグメント間の内部営業
　 収益又は振替高

1,046 102,728 103,774(103,774) －

　　　　　　計 16,454,376124,87616,579,252(103,774)16,475,478

営業利益 96,195 15,396 111,591 2,114 113,705

(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
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１

日　至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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】

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１

日　至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

　　　該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

　　　当第２四半期連結会計期間末(平成21年11月30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。

　

(企業結合等関係)

　　 該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日)

前連結会計年度末
(平成21年５月31日)

　 　

　 240.52円
　

　 　

　 244.72円
　

　

２  １株当たり四半期純利益又は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

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純損失 △0.28円

 なお、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。

 

１株当たり四半期純利益 3.17円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 (注)　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失(△)(千円)

△3,855 43,041

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△3,855 43,041

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) 13,554 13,549

　
　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益 4.92円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純利益 6.85円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 (注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 66,731 92,863

普通株式に係る四半期純利益(千円) 66,731 92,863

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) 13,553 13,549
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

　第69期(平成21年６月１日から平成22年５月31日)中間配当については、平成22年１月８日開催の取締

役会において平成21年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 67,743千円

②　1株当たりの金額 ５円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年２月12日
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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。

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

24/26



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年１月13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２四半期連結会計期

間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平

成20年11月30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11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年１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

　

 当監査法人は、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21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21年

11月30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21年11

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。 

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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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