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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47期

第２四半期
連結累計期間

第48期
第２四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日

自　平成28年３月１日
至　平成28年８月31日

自　平成27年３月１日
至　平成28年２月29日

売上高 (千円) 35,531,598 36,101,863 70,553,911

経常利益 (千円) 1,143,674 1,256,509 2,323,797

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 422,507 463,591 528,290

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 442,280 483,899 406,983

純資産額 (千円) 17,075,676 17,464,131 17,010,306

総資産額 (千円) 53,313,321 51,787,817 51,279,631

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 36.58 40.13 45.74

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 (％) 32.0 33.7 33.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,238,190 2,154,996 3,013,805

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △185,359 △672,620 △860,756

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,466,825 △1,525,766 △2,707,101

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 989,237 805,789 849,180
 

 

回次
第47期

第２四半期
連結会計期間

第48期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年６月１日
至 平成27年８月31日

自 平成28年６月１日
至 平成28年８月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 14.53 15.97
 

(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、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四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)が営んでいる事業の内容に重要な変

更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は下記のとおりであります。

（小売事業）

　当社の連結子会社であった株式会社天満屋ハピーマートは、平成28年３月１日付で当社を存続会社とする吸収合併

により消滅したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 
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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、景気は緩やかな回復基調

にあるものの、新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題を背景に、円高・株安などによる企業収益の下振れ懸念も

あり、個人消費は足踏み状態で推移いたしました。

　こうしたなか、当社グループは、営業力の強化と収益力の向上に取り組むとともに、コンプライアンスの徹底強

化にも努めてまいりました。また、子会社の株式会社天満屋ハピーマートを平成28年３月１日に吸収合併し、競争

力の強化と経営の効率化に取り組んでまいりました。

事業拡張につきましては、当社において平成28年４月に真備店(岡山県倉敷市)を新設いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益(売上高及び営業収入)は376億78百万円(前年同四半期比1.5％

増)、営業利益は13億41百万円(前年同四半期比7.6％増）、経常利益は12億56百万円(前年同四半期比9.9％増)、親

会社株主に帰属する四半期純利益は４億63百万円(前年同四半期比9.7％増)となりました。

セグメントの概況は次のとおりであります。

(小売事業)

小売事業につきましては、産地・市場直送など取れ立て商品の拡大や店内加工技術のレベルアップによる生鮮食

品の鮮度向上に加え、こだわり商品や値ごろ感のある商品の充実などにより、見やすく、選びやすい売場づくりに

注力するほか、新たな販売促進策による営業力の強化に取り組んでまいりました。また、平成28年３月にリブ総社

店(岡山県総社市)の改装において「天満屋ショップ」を導入するほか、７月にポートプラザ店(広島県福山市)にお

いて、セブン＆アイ・ホールディングスの生活雑貨専門店「ロフト」を導入するなど、既存店舗の活性化による店

舗競争力の強化にも努めてまいりました。さらに「移動スーパーとくし丸」の事業エリアの拡大にも積極的に取り

組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の小売事業の営業収益は338億55百万円(前年同四半期比0.7％増)、営業利

益は10億68百万円(前年同四半期比9.9％増)となりました。

(小売周辺事業)

小売周辺事業につきましては、惣菜等調理食品の製造販売が主なものであり、徹底した品質管理と衛生管理に努

めるとともに、商品開発力の強化や生産性の向上に取り組んでまいりました。この結果、当第２四半期連結累計期

間の小売周辺事業の営業収益は38億23百万円(前年同四半期比9.1％増)、営業利益は２億72百万円(前年同四半期比

0.8％減)となりました。

なお、上記金額には、消費税等は含んでおりません。

 

(2) 財政状態

①　資産

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億８百万円増加し、517億87百

万円となりました。これは主に、投資その他の資産が１億92百万円減少したものの、流動資産が２億12百万円増

加したことや有形固定資産が５億12百万円増加したことによるものであります。

②　負債

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ54百万円増加し、343億23百万円

となりました。これは主に、固定負債が18億11百万円減少したものの、流動負債が18億65百万円増加したことに

よるものであります。
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③　純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億53百万円増加し、174億64

百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ１億83百万円減

少し、８億５百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

①　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、前年同四半期に比べ83百万円減少し、21億54百万円の収入となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益が45百万円増加したことに加え、仕入債務が増加したことや店舗閉

鎖損失引当金が増加したものの、売上債権が増加したことなどによるものであります。

②　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、前年同四半期に比べ４億87百万円減少し、６億72百万円の支出となり

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が２億24百万円増加したことや敷金及び保証金の差入によ

る支出が１億40百万円増加したことなどによるものであります。

③　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、前年同四半期に比べ９億41百万円増加し、15億25百万円の支出となり

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出が減少したことなどによるものであります。
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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 30,000,000

計 30,000,000
 

 

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28年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年10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 11,550,000 11,550,000
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数
100株

計 11,550,000 11,550,000 ― ―
 

 

(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28年８月31日 ─ 11,550,000 ― 3,697,500 ― 5,347,500
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(6) 【大株主の状況】

平成28年８月31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(％)

丸田産業株式会社 岡山市北区本町６番36号 2,766 23.95

株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８番地８ 2,310 20.00

天満屋ストア共栄会 岡山市北区岡町13番16号 937 8.12

株式会社キャリアプランニング 岡山市北区本町６番36号 492 4.26

株式会社天満屋 岡山市北区表町２丁目１番１号 490 4.24

株式会社中国銀行 岡山市北区丸の内１丁目15番20号 376 3.26

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 369 3.20

天満屋ストア共和会 岡山市北区岡町13番16号 255 2.21

株式会社岡山情報処理センター 岡山市北区本町６番36号 246 2.13

株式会社アイアットＯＥＣ 岡山市北区本町６番36号 246 2.13

計 ― 8,489 73.50
 

(注)　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  369千株
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年８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 500
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,548,500
 

115,485 ―

単元未満株式 普通株式 1,000
 

― ―

発行済株式総数 11,550,000 ― ―

総株主の議決権 ― 115,485 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権１個)が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成28年８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)
株式会社天満屋ストア

岡山市北区岡町13番16号 500 ― 500 0.00

計 ― 500 ― 500 0.00
 

 

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２四半期連結会計期間(平成28年６月１日から平成

28年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28年８月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、イースト・サン監査法人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)

          
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 849,180 805,789

  売掛金 1,510,506 1,795,675

  営業貸付金 29,219 18,039

  商品 3,384,516 3,180,129

  貯蔵品 22,709 19,158

  その他 1,565,583 1,748,014

  貸倒引当金 △34,061 △26,919

  流動資産合計 7,327,653 7,539,887

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 13,073,089 13,572,001

   土地 15,593,274 15,539,643

   その他（純額） 1,685,010 1,751,949

   有形固定資産合計 30,351,375 30,863,594

  無形固定資産   

   のれん 389,080 341,177

   その他 2,815,824 2,840,157

   無形固定資産合計 3,204,905 3,181,335

  投資その他の資産   

   差入保証金 3,140,158 3,029,306

   敷金 5,576,044 5,528,042

   その他 1,690,793 1,656,751

   貸倒引当金 △11,300 △11,100

   投資その他の資産合計 10,395,696 10,203,000

  固定資産合計 43,951,977 44,247,930

 資産合計 51,279,631 51,787,817
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,902,006 3,293,277

  電子記録債務 938,009 969,723

  短期借入金 10,298,410 10,608,906

  未払法人税等 309,110 516,851

  賞与引当金 95,107 113,515

  店舗閉鎖損失引当金 － 167,250

  その他 2,731,299 3,470,061

  流動負債合計 17,273,943 19,139,585

 固定負債   

  長期借入金 10,778,248 9,109,604

  役員退職慰労引当金 79,170 24,540

  利息返還損失引当金 96,012 66,927

  退職給付に係る負債 1,470,389 1,431,761

  資産除去債務 169,367 191,204

  長期預り保証金 1,434,645 1,216,417

  長期預り敷金 2,154,271 2,154,470

  その他 813,275 989,173

  固定負債合計 16,995,381 15,184,100

 負債合計 34,269,324 34,323,685

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,697,500 3,697,500

  資本剰余金 5,347,500 5,347,500

  利益剰余金 7,996,203 8,430,921

  自己株式 △473 △473

  株主資本合計 17,040,730 17,475,447

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 78,109 90,404

  退職給付に係る調整累計額 △141,213 △138,642

  その他の包括利益累計額合計 △63,103 △48,238

 非支配株主持分 32,680 36,922

 純資産合計 17,010,306 17,464,131

負債純資産合計 51,279,631 51,787,817
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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27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

売上高 35,531,598 36,101,863

売上原価 26,600,090 27,036,148

売上総利益 8,931,507 9,065,714

営業収入 1,585,295 1,576,605

営業総利益 10,516,803 10,642,319

販売費及び一般管理費 ※  9,269,948 ※  9,301,017

営業利益 1,246,854 1,341,302

営業外収益   

 受取利息及び配当金 8,302 8,488

 協賛金収入 15,121 8,465

 その他 7,198 10,105

 営業外収益合計 30,622 27,059

営業外費用   

 支払利息 118,644 101,910

 その他 15,158 9,940

 営業外費用合計 133,803 111,851

経常利益 1,143,674 1,256,509

特別利益   

 固定資産売却益 1,099 8,024

 役員退職慰労引当金戻入額 － 50,000

 補助金収入 77,787 －

 特別利益合計 78,887 58,024

特別損失   

 固定資産除却損 77,493 118,545

 固定資産売却損 125,848 －

 減損損失 － 23,388

 店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 167,250

 その他 81,321 21,744

 特別損失合計 284,663 330,929

税金等調整前四半期純利益 937,899 983,604

法人税等 510,168 514,570

四半期純利益 427,731 469,034

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,223 5,442

親会社株主に帰属する四半期純利益 422,507 463,591
 

EDINET提出書類

株式会社天満屋ストア(E03146)

四半期報告書

11/20



【四半期連結包括利益計算書】

【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27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

四半期純利益 427,731 469,034

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 17,520 12,294

 退職給付に係る調整額 △2,971 2,570

 その他の包括利益合計 14,549 14,865

四半期包括利益 442,280 483,899

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 437,056 478,456

 非支配株主に係る四半期包括利益 5,223 5,442
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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27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28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利益 937,899 983,604

 減価償却費 791,312 754,136

 減損損失 － 23,388

 のれん償却額 31,846 30,775

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,231 △7,342

 賞与引当金の増減額（△は減少） △7,064 18,408

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △248 △30,149

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,810 △54,630

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △17,389 △29,084

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 167,250

 受取利息及び受取配当金 △8,302 △8,488

 支払利息 118,644 101,910

 固定資産除却損 77,493 118,545

 固定資産売却損益（△は益） 124,748 △8,024

 売上債権の増減額（△は増加） 227,845 △285,168

 営業貸付金の増減額（△は増加） 27,055 11,180

 たな卸資産の増減額（△は増加） 220,541 207,938

 仕入債務の増減額（△は減少） 171,597 392,014

 その他 210,589 114,152

 小計 2,900,149 2,500,417

 利息及び配当金の受取額 8,360 8,549

 利息の支払額 △119,780 △100,953

 法人税等の支払額 △550,539 △253,017

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,238,190 2,154,996

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 △274,214 △498,476

 有形固定資産の売却による収入 101,286 72,093

 無形固定資産の取得による支出 △19,720 △54,670

 敷金及び保証金の差入による支出 △17,537 △157,939

 敷金及び保証金の回収による収入 247,605 218,401

 預り敷金及び保証金の受入による収入 19,713 52,336

 預り敷金及び保証金の返還による支出 △242,491 △304,365

 投資活動によるキャッシュ・フロー △185,359 △672,620
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △3,140,000 960,000

 長期借入れによる収入 5,100,000 1,200,000

 長期借入金の返済による支出 △4,228,154 △3,518,148

 リース債務の返済による支出 △119,616 △120,999

 自己株式の取得による支出 △58 －

 配当金の支払額 △28,873 △28,873

 非支配株主への配当金の支払額 △1,200 △1,200

 その他 △48,922 △16,545

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,466,825 △1,525,766

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） △413,995 △43,390

現金及び現金同等物の期首残高 1,403,232 849,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  989,237 ※  805,789
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日)

(連結の範囲の変更)

　当社の連結子会社であった株式会社天満屋ハピーマートは、平成28年３月１日付で当社を存続会社とする吸収

合併により消滅したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
 

 

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日)

（「企業結合に関する会計基準」等の適用）

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。)等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計

上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫

定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結

財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子

会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取

得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載する方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44－５項(４)及び

事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応

報告第32号　平成28年６月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

項目
当第２四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日)

税金費用の計算 税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
 至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
 至　平成28年８月31日)

給料及び賞与 2,731,666千円 2,832,912千円

賞与引当金繰入額 118,099千円 112,364千円

退職給付費用 53,607千円 56,907千円

賃借料 1,460,584千円 1,396,679千円

減価償却費 791,312千円 754,136千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　　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

前第２四半期連結累計期間(自　平成27年３月１日  至　平成27年８月31日)

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現金及び預金勘定の金額は一致し

ております。

 
当第２四半期連結累計期間(自　平成28年３月１日  至　平成28年８月31日)

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現金及び預金勘定の金額は一致し

ております。

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年８月31日)

１　配当金支払額

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年５月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,873   ２円50銭 平成27年２月28日 平成27年５月22日
 

 

２　基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年10月７日
取締役会

普通株式 利益剰余金 28,873    ２円50銭 平成27年８月31日 平成27年11月６日
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日)

１　配当金支払額

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年５月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,873    ２円50銭 平成28年２月29日 平成28年５月27日
 

 

２　基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年10月７日
取締役会

普通株式 利益剰余金 28,873    ２円50銭 平成28年８月31日 平成28年11月８日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27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

 

報告セグメント(千円)

合計(千円) 調整額(千円)

四半期連結
損益計算書
計上額(千円)

(注)１小売事業 小売周辺事業

　営業収益      

　　外部顧客への営業収益 33,611,252 3,505,642 37,116,894 ― 37,116,894

　　セグメント間の内部
　　営業収益又は振替高

70,390 1,126,345 1,196,736 △ 1,196,736 ―

計 33,681,643 4,631,987 38,313,630 △ 1,196,736 37,116,894

　　セグメント利益 972,164 274,690 1,246,854 ― 1,246,854
 

(注) １　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　　 ２　営業収益は、売上高及び営業収入の合計額であります。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28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

 

報告セグメント(千円)

合計(千円) 調整額(千円)

四半期連結
損益計算書
計上額(千円)

(注)１小売事業 小売周辺事業

　営業収益      

　　外部顧客への営業収益 33,855,132 3,823,336 37,678,468 ― 37,678,468

　　セグメント間の内部
　　営業収益又は振替高

71,686 1,175,403 1,247,089 △ 1,247,089 ―

計 33,926,818 4,998,739 38,925,557 △ 1,247,089 37,678,468

　　セグメント利益 1,068,892 272,410 1,341,302 ― 1,341,302
 

(注) １　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　　 ２　営業収益は、売上高及び営業収入の合計額であります。

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「小売事業」セグメントの固定資産において、売却予定となったことにより、当該固定資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては、23,388千

円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年８月31日)

　　１株当たり四半期純利益  36円58銭   40円13銭

    (算定上の基礎)   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 422,507 463,591

   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(千円)

422,507 463,591

   普通株式の期中平均株式数(株) 11,549,473 11,549,435
 

(注) 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】

平成28年10月７日開催の取締役会において、平成28年８月31日の株主名簿に記録された株主または登録株式質

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。

中間配当金の総額 28,873千円

１株当たりの中間配当金  ２円50銭

支払請求権の効力発生日

及び支払開始日
平成28年11月８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28年10月13日

株式会社天満屋ストア

取締役会  御中

 

イースト・サン監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　太 田 洋 一 　 ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　京 町 周 平 　 ㊞

 

　

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天満屋

ストアの平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年６月１日から

平成28年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28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、四半期連結キャッ

シュ・フロー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、株式会社天満屋ストア及び連結子会社の平成28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２四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。

　

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おりません。
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