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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】

　

回次
第72期

第１四半期
連結累計期間

第73期
第１四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自  平成24年６月１日
至  平成24年８月31日

自  平成25年６月１日
至  平成25年８月31日

自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日

売上高 (千円) 8,133,224
 

8,305,714 32,786,177

経常利益 (千円) 40,291 3,164 311,082

四半期（当期）純利益又は四半
期純損失（△）

(千円) 21,844 △2,413 102,771

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 49,477 △8,976 161,343

純資産額 (千円) 3,046,908 3,012,862 3,089,843

総資産額 (千円) 18,015,794 18,525,877 18,231,696

１株当たり四半期（当期）純利
益金額又は四半期純損失金額
（△）

(円) 1.61
 

△0.17 7.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 16.9 16.2 16.9

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 第72期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び第72期の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第73期第１四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、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 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　

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の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策・金融政策などにより、株価回復

や円高の是正により輸出関連企業を中心に景気回復の兆しがみられましたが、不安定な中東情勢や中国

経済の成長鈍化などにより、先行きは不透明な状況となっております。

小売業界におきましても、電気料金の値上げや、円安による原材料価格の値上げ等により、消費者の

生活防衛意識による節約志向がますます高まり、また、同業他社や他業態からの出店攻勢で価格競争の

激化等もあり、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、当社グループといたしましては、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

を第一に取組むとともに、「お客様へのおもてなし」を従業員教育の重点課題とし、顧客の創造及び店

舗の営業力強化を進め、引き続き衣料品・テナントを中心とした店舗の売場効率の見直しを行い、経営

の効率化をはかってまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は85億51百万円（前年同四半期比2.0％増）、営

業損失は11百万円（前年同四半期は営業利益28百万円）、経常利益は３百万円（前年同四半期比92.1％

減）、四半期純損失は２百万円（前年同四半期は純利益21百万円）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）

流通事業におきましては、営業企画として季節催事や、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮

特売市」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」を配付する

特別企画を継続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増強

したことにより生産量や品目の拡大をはかり、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、お客様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、新商品の開発や味・品質の追求をして差別化をはかり、

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85億40百万円（前年同四半期比2.1％増）、営業損失21百万円

（前年同四半期は営業利益19百万円）となりました。
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(サービス事業）

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び駐車場等の施設警備業を営んでおり、効率的な店

舗の清掃業務及び店舗設備の保守業務、駐車場等の警備業務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11百万円（前年同四半期比15.8％減）、営業利益８百万円

（前年同四半期比4.7%増）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２億94百万円増加し、185

億25百万円となりました。これは主に、建物及び構築物１億１百万円の減少があったものの、現金及び

預金４億５百万円の増加によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ３億71百万円増加し、155億13百万円となりました。これは主に、

未払法人税等92百万円、引当金１億29百万円の減少があったものの、短期借入金５億66百万円及び長期

借入金91百万円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76百万円減少し、30億12百万円となり、自己資本比率は16.2%と

なりました。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。
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第３ 【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25年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年10月11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 13,774,249 13,774,249
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 13,774,249 13,774,249 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
　

　

(5) 【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25年８月31日 ― 13,774,249 ― 841,545 ― 790,395

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年５月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

　

① 【発行済株式】

平成25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 234,000

―
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

13,422,000
13,422 同上

単元未満株式 普通株式  118,249 ― 同上

発行済株式総数 13,774,249 ― ―

総株主の議決権 ― 13,422 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式695株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25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

234,000 ― 234,000 1.69

計 ― 234,000 ― 234,000 1.69

　

２ 【役員の状況】

　
　　　該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第１四半期連結会計期間(平成25年６月１

日から平成25年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成25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による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）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,886,451 2,292,042

受取手形及び売掛金 124,388 122,895

商品 1,186,185 1,096,827

貯蔵品 18,438 21,459

その他 939,802 1,013,779

流動資産合計 4,155,265 4,547,003

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,721,586 4,619,988

土地 4,137,765 4,175,252

その他（純額） 785,537 775,441

有形固定資産合計 9,644,889 9,570,682

無形固定資産 654,180 650,577

投資その他の資産

差入保証金 1,996,105 1,979,155

その他 1,766,134 1,764,110

投資その他の資産合計 3,762,239 3,743,265

固定資産合計 14,061,309 13,964,524

繰延資産 15,122 14,349

資産合計 18,231,696 18,525,877

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 3,313,989 ※ 3,320,023

短期借入金 3,950,000 4,516,000

未払法人税等 108,060 15,453

引当金 215,333 86,304

その他 2,187,064 2,139,774

流動負債合計 9,774,447 10,077,555

固定負債

社債 1,000,170 1,021,570

長期借入金 2,453,590 2,545,269

退職給付引当金 620,863 613,062

資産除去債務 226,344 227,533

その他 1,066,438 1,028,024

固定負債合計 5,367,406 5,435,459

負債合計 15,141,853 15,513,015
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８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 1,574,625 1,504,514

自己株式 △114,241 △114,548

株主資本合計 3,092,324 3,021,905

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,182 △5,255

繰延ヘッジ損益 △4,663 △3,788

その他の包括利益累計額合計 △2,480 △9,043

純資産合計 3,089,843 3,012,862

負債純資産合計 18,231,696 18,525,877
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

売上高 8,133,224 8,305,714

売上原価 6,077,055 6,220,597

売上総利益 2,056,168 2,085,116

営業収入 248,119 245,983

営業総利益 2,304,288 2,331,100

販売費及び一般管理費 2,275,778 2,342,858

営業利益又は営業損失（△） 28,509 △11,758

営業外収益

受取利息 2,664 3,154

受取配当金 9,444 9,366

持分法による投資利益 6,507 7,488

その他 34,007 35,304

営業外収益合計 52,623 55,313

営業外費用

支払利息 33,420 31,807

その他 7,422 8,584

営業外費用合計 40,842 40,391

経常利益 40,291 3,164

特別損失

固定資産除売却損 4,030 6,358

特別損失合計 4,030 6,358

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

36,260 △3,193

法人税、住民税及び事業税 15,650 18,170

法人税等調整額 △1,234 △18,949

法人税等合計 14,415 △779

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,844 △2,413

四半期純利益又は四半期純損失（△） 21,844 △2,413

EDINET提出書類

株式会社ドミー(E03189)

四半期報告書

10/17



【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,844 △2,413

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26,684 △7,437

繰延ヘッジ損益 948 874

その他の包括利益合計 27,632 △6,562

四半期包括利益 49,477 △8,976

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 49,477 △8,976

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

新安城商業開発(株) 398,000千円 新安城商業開発(株) 392,500千円

　
　　　※四半期連結会計期間末日満期手形

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をしておりま

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、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

支払手形及び買掛金 ― 千円 　 82,701千円

　
(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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年６月１日
至  平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年６月１日
至  平成25年８月31日)

減価償却費 175,046千円 194,363千円

　
(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日)

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24年８月29日
定時株主総会

普通株式 67,711 5 平成24年５月31日 平成24年８月30日 利益剰余金

　
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成25年６月１日  至  平成25年８月31日)

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25年８月28日
定時株主総会

普通株式 67,697 5 平成25年５月31日 平成25年８月29日 利益剰余金

　
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円)

　 流通事業 サービス事業 合計

営業収益 　 　 　

　外部顧客への営業収益 8,368,009 13,334 8,381,343

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

171 61,623 61,795

計 8,368,181 74,958 8,443,139

セグメント利益 19,467 8,293 27,760

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 27,760

セグメント間取引消去 749

四半期連結損益計算書の営業利益 28,509

　 　

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年６月１日  至  平成25年８月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円)

　 流通事業 サービス事業 合計

営業収益 　 　 　

　外部顧客への営業収益 8,540,466 11,231 8,551,698

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

181 65,182 65,364

計 8,540,647 76,414 8,617,062

セグメント利益又はセグメント
損失（△）

△ 21,289 8,681 △ 12,608

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △ 12,608

セグメント間取引消去 850

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △ 11,758
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年６月１日
至  平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年６月１日
至  平成25年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額
（△）

1円61銭 △0円17銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（千
円）

21,844 △2,413

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金
額（△）（千円）

21,844 △2,413

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,542 13,539

(注)  前第１四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金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。また、当第１四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金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　
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

14/17



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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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　　大　　橋　　正　　明　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　浩　　彦　　㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年10月11日

株式会社ドミー

取締役会  御中

　

　

　

　

　

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25年６月１日から平成26年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成25年６月１日から平成25年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成25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、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
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25年
８月31日現在の財政状態及び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。
　
利害関係
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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