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売上高 斐川店オープン（10月４日、島根県出雲市） 
 

川北店内にハンバーガー＆サンドイッチコーナーをオープン
（10月28日、石川県能美郡川北町） 
 

北陸地方を中心に37年ぶりの豪雪に見舞われ、 
売上・客数に大きく影響 
※福井県内の店舗では休業・営業時間短縮が発生 

経費 豪雪に伴い、除雪費等増加 
 

社員数増加等により人件費増加（社員数前年同期比＋26人） 

※新卒採用実績：2015年9人、2016年38人、2017年37人 
（今後の新規出店に備えた先行投資） 

その他 世界的な課題である食品廃棄の削減に取り組むべく 
大型店全店で「食品廃棄撲滅キャンペーン」を実施 
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損益状況 

（単位：百万円） 
2017年9月期 
第２四半期 

2018年9月期 
第２四半期 

増減額 
(増減率) 

売上高 42,379 43,542 +1,163 
(+2.7％) 

売上総利益 8,522 8,654 +132 
(+1.6％) 

売上総利益率 20.11％ 19.88％ ▲0.23P 

営業利益 891 603 ▲288 
(▲32.3％) 

経常利益 948 666 ▲282 
(▲29.8％) 

四半期純利益 658 2,514 +1,855 
(+281.6％) 

2018年9月期 
第２四半期 
業績予想 

達成率 

44,000 99.0％ 

ー ー 

ー ー 

800 75.4％ 

850 78.4％ 

2,500 100.6％ 

※単位未満 切り捨てにて表示 
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品目別売上 

（単位：百万円） 
2017年9月期 
第２四半期 

2018年9月期 
第２四半期 

増減額 
(増減率) 

フーズ 29,087 29,750 +663 
(+2.3％) 

ノンフーズ 13,132 13,626 +493 
(+3.8％) 

小計 42,219 43,376 +1,157 
(+2.7％) 

不動産賃貸料収入 160 165 +5 
(+3.7％) 

合計 42,379 43,542 +1,163 
(+2.7％) 

※単位未満 切り捨てにて表示 
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上半期 業態区分別 増減率 

区分 
対前年同期 
増減率 

店舗売上 
（ガソリンスタンド除く） 

スーパーセンター +1.7％ 

ジョイフルストアー ▲5.0％ 

ホームセンター ▲4.9％ 

ガソリンスタンド +85.0％ 

不動産賃貸料収入 +3.7％ 

合計 +2.7％ 

※単位未満 切り捨てにて表示 
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販売費及び一般管理費 

（単位：百万円） 
2017年9月期 
第２四半期 

2018年9月期 
第２四半期 

増減額 
(増減率) 

人件費 4,853 5,074 +220 
(+4.5％) 

その他 2,776 2,977 +200 
(+7.2％) 

合計 7,630 8,051 +420 
(+5.5％) 

※単位未満 切り捨てにて表示 

斐川店オープン関連費用、除雪費用、租税公課等により増加 
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プロトタイプ店舗(志摩店・淡路店) 売上高指数推移 

志摩店と淡路店は今後出店するフォーマットと同形状・同面積であり、新店のモデル店舗と位置付けております。 

2016年9月期（上半期売上高）を100.0としたときの売上高指数 

営業日数182日
（うるう年） 

営業日数181日 営業日数181日 
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業績予想（通期） 

（単位：百万円） 
2017年9月期 
通期実績 

2018年9月期 通期 

修正前 
業績予想 

修正後 

業績予想 
前期差 

(前期比) 

売上高 86,979 90,000 89,500 +2,521 
(+2.9％) 

営業利益 1,315 1,500 1,350 +35 
(+2.6％) 

経常利益 1,421 1,600 1,450 +29 
(+2.0％) 

当期純利益 206 2,900 2,900 +2,694 
(+1,301.8％) 

※単位未満 切り捨てにて表示 

通期の業績予想の修正をいたしました。詳細については、2018年４月27日公表の 
「第２四半期業績予想の差異並びに通期予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 



（単位：百万円） １Ｑ ２Ｑ 上期累計 

36期 37期 増減 36期 37期 増減 36期 37期 増減 

売上高 20,920 21,662 +742 21,459 21,880 +420 42,379 43,542 +1,163 

売上総利益 4,132 4,255 +122 4,389 4,399 +9 8,522 8,654 +132 

粗利率 19.76％ 19.65％ ▲0.11Ｐ 20.45％ 20.10％ ▲0.35Ｐ 20.11％ 19.88％ ▲0.23Ｐ 

販管費 3,788 4,047 +258 3,841 4,004 +162 7,630 8,051 +420 

 人件費 2,404 2,538 +133 2,449 2,535 +86 4,853 5,074 +220 

 販売費 561 637 +75 551 599 +48 1,112 1,237 +124 

 管理費 822 871 +49 841 868 +26 1,664 1,739 +75 

営業利益 344 208 ▲132 547 394 ▲152 891 603 ▲288 

<ご参考> 

※単位未満 切り捨てにて表示 9 
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本資料は、投資家の皆様に当社についての理解を深めていただくことを目的として作ら
れたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 

本資料中の業績予想等に関する記述につきましては、確約や保障を与えるものではあ
りません。また将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になる
ことがある点を認識された上で、ご利用ください。実際の業績等は、経営環境の変動、
不可抗力などによって大きく異なる可能性がございますのでご注意ください。 


