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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41期

第３四半期連結
累計期間

第42期
第３四半期連結
累計期間

第41期
第３四半期連結
会計期間

第42期
第３四半期連結
会計期間

第41期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
３月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
９月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（百万円） 101,203 102,800 32,585 32,032 136,491

経常利益（百万円） 7,532 7,963 2,340 2,193 9,910

四半期（当期）純利益（百万円） 4,395 4,795 1,361 1,272 5,642

純資産額（百万円） － － 61,971 67,601 63,285

総資産額（百万円） － － 87,569 92,180 86,918

１株当たり純資産額（円） － － 3,773.294,108.433,851.90

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
275.04 300.08 85.20 79.61 353.08

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（％） － － 68.9 71.2 70.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
685 6,139 － － 3,180

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△8,995 3,385 － － △9,262

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,154 △1,338 － － △1,324

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 10,278 20,522 12,336

従業員数（人） － － 1,119 1,157 1,114

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．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。
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２【事業の内容】

当第３四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、関係会社における異動もありません。  

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重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23年11月30日現在

従業員数（人） 1,157(5,302)

　（注）１．従業員数は、就業人員（当社グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、準社員及び嘱託社員を

含めております。

　２．（　）内は、外書きで、臨時雇用者数（パートナー社員及びアルバイト）の当第３四半期連結会計期間の平均

人員（１人８時間換算）を記載しております。

 (2）提出会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 1,143(5,278)

　（注）１．従業員数は、就業人員（当社より当社グループへの出向者を含む）であり、準社員及び嘱託社員を含めており

ます。

２．（　）内は、外書きで、臨時雇用者数（パートナー社員及びアルバイト）の当第３四半期会計期間の平均人員

数（１人８時間換算）を記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績　

　該当事項はありません。

　

（2）受注実績

　該当事項はありません。

 

（3）販売実績

　セグメント情報の記載を省略しているため、当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の部門別に示す

と、次のとおりであります。

 

部門の名称 金　　　額（百万円） 前年同四半期比（％）

小売部門

衣料品 3,123 95.5

住居関連用品 8,911 90.8

食料品 18,399 102.7

外食 1,482 101.4

小計 31,918 98.3

その他部門

ホテル 24 87.5

コンビニエンスストア 89 100.0

小計 114 97.1

売上高合計 32,032 98.3

　（注）１．第１四半期連結会計期間より部門別の記載を内部管理に基づく区分に変更しております。このため、前年同四

半期比については、前年同四半期実績値を変更後の区分に組替えた金額と比較しております。　

　　　　２．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３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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重要な変更はありません。

　

３【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。 
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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】

（１) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日～平成23年11月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の

影響で低下した生産が持ち直してきたものの、欧州の財政金融危機の影響による海外経済の低迷や円高傾向な

ど、先行き不透明な状況が続きました。

このような環境の中、当社グループの中核である「株式会社サンエー」は、経営方針を「気づく力」とし、お客

様の価値観の変化、社会の変化に気づき応えることが信頼となることを再認識し、企業理念の浸透、七大基本（ク

リンリネス、鮮度と味、品揃え、価格、陳列技術、サービス、正しい表示）の徹底、既存店の活性化、効率化を図ると

ともに商品力の強化、効率的な情報システム開発、人材力の強化（主体性をもって気づく、自分のこととして考え

る人材づくり）を行い、顧客サービスの向上に努めてまいりました。

店舗展開につきましては、11月に「Ｖ21食品館真嘉比店」（沖縄県那覇市）を新規出店いたしました。

連結子会社の株式会社ローソン沖縄は、２店舗新規出店し、１店舗閉店いたしました。　

その結果、当第３四半期連結会計期間における営業収益（売上高及び営業収入）は338億87百万円（前年同期

比1.3％減）、営業利益は21億53百万円（前年同期比6.7％減）、経常利益は21億93百万円（前年同期比6.3％

減）、四半期純利益は12億72百万円（前年同期比6.6％減）となりました。

 

部門別の業績は、次のとおりであります。

　小売部門におきましては、食料品及び外食が堅調に推移したものの、家電商品が昨年のエコポイント効果の反動

により大幅な落ち込みとなり、売上高は319億18百万円（前年同期比1.7％減）となりました。

衣料品は、天候等の影響により、売上高は31億23百万円（前年同期比4.5％減）となりました。

住居関連用品は、昨年のエコポイント効果の反動により、売上高は89億11百万円（前年同期比9.2％減）となり

ました。

食料品は、お客様のニーズに対応した販売促進を実施したことにより、売上高は183億99百万円（前年同期比

2.7％増）となりました。

外食は、効率的な販売促進やＱＳＣ（良い品質、良いサービス、清潔な環境）の向上に努めたことにより、売上

高は14億82百万円（前年同期比1.4％増）となりました。

その他部門のうちＣＶＳ（コンビニエンスストア）は、売上高（直営店）は89百万円（前年同期比0.0％増）、

営業収入は8億54百万円（前年同期比9.1％増）となりました。　

 

（２）資産、負債及び純資産の状況

①　資産　

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して52億62百万円増加し、921億80百万円

となりました。

主な要因は、現金及び預金が21億86百万円、商品及び製品が12億83百万円、有形固定資産が11億51百万円増加

したことによるものであります。

②　負債　

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して9億46百万円増加し、245億78百万円と

なりました。

主な要因は、買掛金が11億97百万円増加したことによるものであります。

③　純資産　

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して43億16百万円増加し、676億1百万円

となりました。

主な要因は、利益剰余金が41億24百万円増加したことによるものであります。
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（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計

期間末より19億62百万円減少し、205億22百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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

営業活動に使用した資金は3億88百万円（前年同四半期は9億24百万円の獲得）となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益21億92百万円の計上、たな卸資産の増加10億92百万円及び法人税等

の支払額19億46百万円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

投資活動に使用した資金は13億69百万円（前年同期比64.2％減）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億18百万円であります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動に使用した資金は2億4百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

主な要因は、長期借入金の返済による支出1億61百万円であります。 

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四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

①　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につ

いて完了したものは、次のとおりであります。

会社名

事業所名　
所在地　 部門の名称　 設備の内容　 完了年月　 完了後の増加能力　

㈱サンエー　

Ｖ21食品館真嘉比店　
沖縄県那覇市　 小売　 店舗新設　 平成23年11月　売場面積　914㎡
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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 36,000,000

計 36,000,000

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23年11月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年１月16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 15,990,827 15,990,827
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 15,990,827 15,990,827 － －

（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
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

 平成23年９月１日～

平成23年11月30日
    － 15,990     － 3,723     － 3,686

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

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23年８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23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）  普通株式 　 　 8,800 － －

 完全議決権株式（その他）  普通株式  15,965,200  159,652 －

 単元未満株式  普通株式   　 16,827 －
 １単元（100株）未満の

株式

 発行済株式総数  15,990,827 － －

 総株主の議決権 －  159,652 －

  

②【自己株式等】

　 平成23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

（％）

 株式会社サンエー
 沖縄県宜野湾市大

山７丁目２-１０
 8,800 －  8,800  0.06

 計 －  8,800 －  8,800  0.06

 

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23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 3,245 3,250 3,190 3,160 3,300 3,220 3,240 3,200 3,065

最低（円） 2,510 3,040 3,060 3,005 3,060 2,965 2,997 2,985 2,845

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23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３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平

成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツ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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,522 18,336

売掛金 1,449 1,262

商品及び製品 9,655 8,372

原材料及び貯蔵品 198 188

その他 2,171 1,746

流動資産合計 33,998 29,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 17,843

※
 18,083

土地 25,260 25,224

その他（純額） ※
 3,867

※
 2,511

有形固定資産合計 46,972 45,820

無形固定資産

のれん 1,311 1,433

その他 327 325

無形固定資産合計 1,638 1,759

投資その他の資産 9,571 9,431

固定資産合計 58,182 57,011

資産合計 92,180 86,918

負債の部

流動負債

買掛金 7,754 6,557

1年内返済予定の長期借入金 585 585

未払法人税等 1,514 2,127

賞与引当金 1,859 878

商品券等回収損失引当金 22 25

その他 6,396 6,449

流動負債合計 18,133 16,623

固定負債

長期借入金 1,363 1,817

退職給付引当金 1,546 1,914

役員退職慰労引当金 － 437

資産除去債務 336 －

その他 3,200 2,839

固定負債合計 6,445 7,009

負債合計 24,578 23,632
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,723 3,723

資本剰余金 3,686 3,686

利益剰余金 58,194 54,069

自己株式 △25 △25

株主資本合計 65,579 61,454

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81 106

評価・換算差額等合計 81 106

少数株主持分 1,940 1,724

純資産合計 67,601 63,285

負債純資産合計 92,180 86,918
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 101,203 102,800

売上原価 70,595 71,547

売上総利益 30,608 31,252

営業収入 5,293 5,559

営業総利益 35,902 36,812

販売費及び一般管理費

給料 9,393 9,525

賞与引当金繰入額 1,634 1,859

退職給付費用 181 188

役員退職慰労引当金繰入額 25 10

減価償却費 2,193 1,989

のれん償却額 122 122

その他 14,986 15,306

販売費及び一般管理費合計 28,537 29,001

営業利益 7,364 7,810

営業外収益

受取利息 50 46

受取配当金 12 8

債務勘定整理益 30 30

その他 144 118

営業外収益合計 237 204

営業外費用

支払利息 40 32

商品券等回収損失引当金繰入額 7 8

その他 21 12

営業外費用合計 69 52

経常利益 7,532 7,963

特別利益

退職給付制度改定益 － 432

特別利益合計 － 432

特別損失

固定資産除却損 12 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 187

減損損失 － 1

特別損失合計 12 190

税金等調整前四半期純利益 7,519 8,205

法人税、住民税及び事業税 3,200 3,450

法人税等調整額 △317 △347

法人税等合計 2,882 3,103

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,102

少数株主利益 241 306

四半期純利益 4,395 4,795
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 32,585 32,032

売上原価 22,683 22,247

売上総利益 9,902 9,785

営業収入 1,762 1,855

営業総利益 11,664 11,640

販売費及び一般管理費

給料 3,049 3,130

賞与引当金繰入額 491 560

退職給付費用 60 65

役員退職慰労引当金繰入額 7 －

減価償却費 747 687

のれん償却額 40 40

その他 4,960 5,002

販売費及び一般管理費合計 9,357 9,487

営業利益 2,307 2,153

営業外収益

受取利息 18 14

債務勘定整理益 4 3

その他 31 42

営業外収益合計 54 60

営業外費用

支払利息 12 10

商品券等回収損失引当金繰入額 1 1

その他 6 8

営業外費用合計 20 20

経常利益 2,340 2,193

特別損失

固定資産除却損 3 0

特別損失合計 3 0

税金等調整前四半期純利益 2,336 2,192

法人税、住民税及び事業税 1,051 1,021

法人税等調整額 △173 △211

法人税等合計 877 810

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,382

少数株主利益 97 110

四半期純利益 1,361 1,272

EDINET提出書類

株式会社サンエー(E03352)

四半期報告書

14/23



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23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 7,519 8,205

減価償却費 2,193 1,989

のれん償却額 122 122

固定資産除却損 12 1

減損損失 － 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 781 980

受取利息及び受取配当金 △62 △55

支払利息 40 32

退職給付制度改定益 － △432

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 187

売上債権の増減額（△は増加） △903 △187

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,003 △1,292

仕入債務の増減額（△は減少） △2,710 1,197

未払金の増減額（△は減少） △1,001 △599

預り金の増減額（△は減少） △761 156

その他 177 △136

小計 4,405 10,171

法人税等の支払額 △3,720 △4,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 685 6,139

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 －

定期預金の払戻による収入 4,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △3,087 △2,371

投資有価証券の取得による支出 － △300

利息及び配当金の受取額 42 55

その他 49 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,995 3,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △454 △454

利息の支払額 △41 △32

リース債務の返済による支出 △68 △91

配当金の支払額 △589 △669

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 － △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,154 △1,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,464 8,186

現金及び現金同等物の期首残高 19,743 12,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 10,278

※
 20,522
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【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３四半期連結累計期間

（自　平成23年３月１日

至　平成23年11月30日）　

会計処理基準に関する事項の変更

　

　

　

　

　

　

　

　　

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が11百

万円、税金等調整前四半期純利益は199百万円減少しております。また、当

会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は326百万円でありま

す。　　

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年３月１日

至　平成23年11月30日）　

（四半期連結損益計算書）

「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

当第３四半期連結会計期間

（自　平成23年９月１日

至　平成23年11月30日）　

（四半期連結損益計算書）

「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１．たな卸資産の評価方法

　

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省

略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法に

より算定しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

 

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分する方法により算定しております。
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年３月１日

至　平成23年11月30日）　

（役員退職慰労金制度の廃止について）

平成23年４月25日の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、平成23年５月25日開催の定

時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対し、それぞれ就

任時から同定時株主総会終結までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しておりま

す。

なお、支給の時期は各役員の退任時とし、第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し固定

負債の「その他」に含めて表示しております。

　

（退職給付引当金）

平成23年６月１日付で退職給付制度のうち適格退職年金制度に係る部分について確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31日）を適用しておりま

す。

当該制度改定に伴い、退職給付制度改定益432百万円を特別利益に計上しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

 ※　有形固定資産の減価償却累計額は、34,880百万円であ

ります。 

 ※　有形固定資産の減価償却累計額は、32,842百万円であ

ります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30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科目の金額との関係

（平成22年11月30日現在）

百万円　

現金及び預金勘定　 16,278　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 △6,000　

現金及び現金同等物　 10,278　

 ※　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

資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の四半期末

残高（20,522百万円）は、四半期連結貸借対照表の現金

及び預金残高と一致しております。　　

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　

平成23年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　　　　　　15,990千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

  普通株式　　　　　　　　　　     8千株 

 

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

　配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額 

（百万円）

１株当たり 

配当額(円）
基準日 効力発生日 配当の原資

 平成23年５月25日 　

　定時株主総会
 普通株式 671 42 平成23年２月28日 平成23年５月26日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間（自　

平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）

小売部門の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。　　

　

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間（自　

平成22年３月１日　至　平成22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重要な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３四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間（自　

平成22年３月１日　至　平成22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。　

　

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年11月30日）及び当第３四半期会計期間（自　平

成23年９月１日　至　平成23年11月30日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める小売部門の割合が、いずれ

も90％を超えているため、セグメント情報の記載を省略しております。

　

（追加情報）

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 4,108.43円 １株当たり純資産額 3,851.90円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 275.04円 １株当たり四半期純利益金額 300.08円

　なお、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。

　なお、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。

　（注）　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。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純利益（百万円） 4,395 4,795

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 4,395 4,795

期中平均株式数（千株） 15,982 15,981

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 85.20円 １株当たり四半期純利益金額 79.61円

　なお、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。

　なお、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。

　（注）　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。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

四半期純利益（百万円） 1,361 1,272

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,361 1,272

期中平均株式数（千株） 15,982 15,981

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。  
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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23年１月13日

株式会社サンエー 　

取締役会　御中 　

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 篠原　孝広　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永田　立　　　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サンエーの

平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22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、株式会社サンエー及び連結子会社の平成22年11月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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おりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年１月13日

株式会社サンエー 　

取締役会　御中 　

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 篠原　孝広　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永田　立　　　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サンエーの

平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23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、株式会社サンエー及び連結子会社の平成23年11月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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おりません。
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