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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75期

第３四半期
連結累計期間

第76期
第３四半期
連結累計期間

第75期

会計期間
自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日

自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日

自 平成27年６月１日
至 平成28年５月31日

売上高 (千円) 25,252,073 25,087,832 33,975,519

経常利益 (千円) 319,753 228,224 423,072

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 196,560 139,625 221,830

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 157,527 185,669 220,372

純資産額 (千円) 3,130,827 3,242,984 3,193,259

総資産額 (千円) 19,853,431 19,344,821 19,618,839

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 14.52 10.31 16.39

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 (％) 15.7 16.7 16.2
 

　

回次
第75期

第３四半期
連結会計期間

第76期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年12月１日
至 平成28年２月29日

自 平成28年12月１日
至 平成29年２月28日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.36 2.43
 

(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. 潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

２ 【事業の内容】

当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、米国の経済政策や、英国のＥ

Ｕ離脱問題をはじめ海外景気の下振れ懸念などもあり、先行きに対する不透明な状況が続いております。また小売業

界におきましては、消費者の生活防衛意識による節約志向、業界・業態の垣根を超えた競争の激化の継続に加えて、

労働需給の変化に伴う人材採用難による人手不足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、当社グループといたしましては、「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推し進めると同時に、店舗改装を積極的に実施してまいりました。また、

地域に密着した企業として競合他社との差別化を図る政策の取組みを実施いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は262億53百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は１億

46百万円（前年同四半期比48.9％減）、経常利益は２億28百万円（前年同四半期比28.6％減）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は１億39百万円（前年同四半期比29.0％減）となりました。

セグメントの業績を示すと、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、営業企画では恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮特売市」生鮮食品中心の「生

鮮ジャンボ市」の充実を図るとともに、お客様のお好きな商品を割り引く「生活応援割引券」を配布する特別企画を

継続し好評を得ております。商品政策では、生鮮食品は地産地消をモットーに身近な産地で収穫された商品を旬の時

期にお届けするよう、地域ブランド商品の開発を行いました。また、岡崎食品加工センターの活用により、商品開発

の強化、生産性の向上に努めました。さらに、消費者の健康志向のニーズに合う商品や、高品質の商品を積極的に取

り扱いしました。また、適正発注システムの精度アップに努力し、発注数の適正化による在庫削減と鮮度アップを

図ってまいりました。デリカにつきましては、従来のものに高齢者のお客様向けの商品を付加し品揃え強化に努めま

した。物流面では、一般食品・菓子・日用雑貨を対象に物流センターを統合した「ドミーみよしセンター」の活用に

より、業務の効率化、仕入れ体制の強化を推し進めました。

店舗の状況につきましては、平成29年12月に大府店を改装しました。

以上の結果、流通事業の営業収益は262億16百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は1億13百万円（前年同

四半期比55.5％減）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36百万円（前年同四半期比0.6％増）、営業利益は30百万円（前年同四半

期比3.3%増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億10百万円減少し、39億29百万円となりました。これは主に、現金及び預

金60百万円、受取手形及び売掛金58百万円、商品43百万円の減少によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、154億６百万円となりました。これは主に、建物及び構築

物が３億21百万円減少したものの、土地69百万円、差入保証金１億９百万円の増加によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ２億74百万円減少し、193億44百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、96億７百万円となりました。これは主に、短期借入金が６

億66百万円増加したものの、支払手形及び買掛金５億84百万円、引当金１億33百万円の減少によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ２億39百万円減少し、64億94百万円となりました。これは主に、長期借入金

１億22百万円の減少によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億23百万円減少し、161億１百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ49百万円増加し、32億42百万円となり、自己資本比率は16.7％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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年４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 13,774,249 13,774,249
名古屋証券取引所　

市場第二部
単元株式数　1,000株　　　　

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29年２月28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３四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３四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28年11月30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28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　244,000

― 　　　　　　　 ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,425,000
13,425 ―

単元未満株式 普通株式 105,249 ― ―

発行済株式総数 13,774,249 ― ―

総株主の議決権 ― 13,425 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式432株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28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

244,000 ― 244,000 1.77

計 ― 244,000 ― 244,000 1.77
 

 

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３四半期連結会計期間(平成28年12月１日から平成

29年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年６月１日から平成29年２月28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28年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,190,105 2,129,777

  受取手形及び売掛金 280,649 221,920

  商品 1,132,358 1,088,650

  貯蔵品 22,033 23,206

  その他 515,538 466,244

  流動資産合計 4,140,686 3,929,798

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,554,251 5,232,677

   土地 4,217,928 4,287,701

   その他（純額） 829,405 859,662

   有形固定資産合計 10,601,586 10,380,042

  無形固定資産 787,489 784,069

  投資その他の資産   

   差入保証金 1,838,365 1,947,738

   その他 2,241,739 2,296,214

   貸倒引当金 - △1,751

   投資その他の資産合計 4,080,105 4,242,201

  固定資産合計 15,469,180 15,406,313

 繰延資産 8,972 8,709

 資産合計 19,618,839 19,344,821

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,408,806 2,824,297

  短期借入金 3,700,000 4,366,000

  1年内返済予定の長期借入金 1,023,302 1,085,924

  未払法人税等 102,099 4,315

  引当金 248,369 114,808

  その他 1,208,985 1,212,045

  流動負債合計 9,691,563 9,607,392

 固定負債   

  社債 692,710 702,900

  長期借入金 3,835,007 3,712,207

  退職給付に係る負債 712,068 699,040

  資産除去債務 277,501 284,329

  その他 1,216,729 1,095,968

  固定負債合計 6,734,016 6,494,445

 負債合計 16,425,579 16,101,837
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年２月28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 1,669,361 1,673,683

  自己株式 △118,573 △119,215

  株主資本合計 3,182,727 3,186,408

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 60,706 99,997

  退職給付に係る調整累計額 △50,174 △43,421

  その他の包括利益累計額合計 10,531 56,575

 純資産合計 3,193,259 3,242,984

負債純資産合計 19,618,839 19,344,821
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

売上高 25,252,073 25,087,832

売上原価 18,487,091 18,417,064

売上総利益 6,764,981 6,670,767

営業収入 942,994 1,165,292

営業総利益 7,707,975 7,836,059

販売費及び一般管理費 7,421,467 7,689,588

営業利益 286,508 146,471

営業外収益   

 受取利息 9,848 9,097

 受取配当金 10,809 10,293

 持分法による投資利益 14,411 16,380

 その他 97,707 109,285

 営業外収益合計 132,777 145,057

営業外費用   

 支払利息 67,275 46,535

 資金調達費用 22,602 8,549

 その他 9,654 8,219

 営業外費用合計 99,532 63,304

経常利益 319,753 228,224

特別損失   

 固定資産除売却損 20,382 9,280

 投資有価証券売却損 922 95

 特別損失合計 21,305 9,375

税金等調整前四半期純利益 298,448 218,848

法人税、住民税及び事業税 85,828 36,240

法人税等調整額 16,059 42,982

法人税等合計 101,887 79,222

四半期純利益 196,560 139,625

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 196,560 139,625
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

四半期純利益 196,560 139,625

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △45,541 39,291

 繰延ヘッジ損益 1,389 -

 退職給付に係る調整額 5,119 6,752

 その他の包括利益合計 △39,032 46,044

四半期包括利益 157,527 185,669

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 157,527 185,669

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

　（追加情報）

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
 

 

 

(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28年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年２月28日)

新安城商業開発(株) 376,000千円 新安城商業開発(株) 192,000千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四

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３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日)

減価償却費 671,810千円 699,280千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29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27年８月27日
定時株主総会

普通株式 67,672 5 平成27年５月31日 平成27年８月28日 利益剰余金

平成28年１月12日
取締役会

普通株式 67,661 5 平成27年11月30日 平成28年２月５日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四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。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28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28年８月25日
定時株主総会

普通株式 67,654 5 平成28年５月31日 平成28年８月26日 利益剰余金

平成29年１月12日
取締役会

普通株式 67,649 5 平成28年11月30日 平成29年２月10日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四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３四半期連結累計期間(自 平成 27年６月１日 至 平成 28年２月29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 26,158,610 36,457 26,195,067

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

544 207,211 207,755

計 26,159,155 243,668 26,402,823

セグメント利益 254,244 29,815 284,060
 

　

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 284,060

セグメント間取引消去 2,448

四半期連結損益計算書の営業利益 286,508
 

 

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成 28年６月１日 至 平成 29年２月28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 26,216,430 36,694 26,253,124

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

590 208,561 209,151

計 26,217,021 245,255 26,462,276

セグメント利益 113,056 30,791 143,848
 

　

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 143,848

セグメント間取引消去 2,623

四半期連結損益計算書の営業利益 146,471
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日)

１株当たり四半期純利益金額 14円52銭 10円31銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 196,560 139,625

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

196,560 139,625

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,532 13,530
 

(注)  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。

 

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

 
２ 【その他】

　第76期(平成28年６月１日から平成29年５月31日)中間配当については、平成29年１月12日開催の取締役会にお

いて平成28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 67,649千円

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29年２月10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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年４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　　中　　川　　昌　　美　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　髙　　橋　　浩　　彦　　㊞

 

 

 

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28年６月１日から平成29年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年12月１日から平成29

年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成28年６月１日から平成29年２月28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29年２月28日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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