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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38期

第１四半期累計期間
第39期

第１四半期累計期間
第38期

会計期間
自  平成23年２月21日
至  平成23年５月20日

自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日

自  平成23年２月21日
至  平成24年２月20日

営業収益 (百万円) ― 22,722 88,557

経常利益 (百万円) ― 421 1,160

四半期(当期)純利益 (百万円) ― 231 698

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) ― 1,372 1,372

発行済株式総数 (千株) ― 14,000 14,000

純資産額 (百万円) ― 14,389 14,464

総資産額 (百万円) ― 28,267 23,547

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 18.57 52.94

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 25.00

自己資本比率 (％) ― 50.8 61.3

(注) １　当社は、平成23年８月21日付で、連結子会社でありました株式会社アズパーク及びアズガーデン株式会社を吸

収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、第38期第３四半期会計期間より、四半期連結財

諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移は記載しておりません。また、

第38期第１四半期累計期間において四半期財務諸表を作成しておりませんので、第38期第１四半期累計期間

に係る数値は記載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。

４　第38期の１株当たり配当額25.00円は、創業70年記念配当5.00円を含んでおります。

５　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、希薄化効果を有している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１四半期累計期間において、当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また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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定また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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、企業業績や雇用情勢は厳し

い状態が続いておりますが、復興需要等を背景として緩やかに回復しつつあります。また、個人消費につ

いても緩やかな増加に転じております。しかしながら、デフレの影響や欧州政府債務危機の再燃が懸念さ

れるなど、先行き不透明な状況が続いております。

　当流通業界におきましては、業種・業態を超えた値下げ等による店舗間競争がさらに激化しており、厳

しい経営環境が続いております。

　このような状況におきまして当社は、４月に古井店をリニューアルオープンいたしました。

　販売促進企画として、ポイントカードの新規会員募集やスクラッチお買物券プレゼントを実施いたしま

した。また、競合店対策のため、恒例となりました四半期に一度の大感謝祭・週に一度の日曜朝市及び100

円均一等の企画を継続実施いたしました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間は、営業収益227億22百万円、営業利益４億４百万円、経常利益４億21

百万円、四半期純利益２億31百万円となりました。

　なお、当社は、食料品を中心に生活関連用品等の販売を主体とする事業の単一セグメントであるため、セ

グメント情報の記載を省略しております。

　

(注)　第38期第３四半期会計期間より非連結となったことから、対前年同四半期増減率につきましては、記載を省略して

おります。
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(2)　財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

(イ)　資産

流動資産は、前事業年度に比べ、48億35百万円増加し、124億25百万円となりました。これは主に、当第

１四半期会計期間末であります平成24年５月20日が日曜日にあたり、取引先への商品仕入代金や経費

の支払い47億35百万円が翌日の21日になったことによるものであります。 

　固定資産は、前事業年度に比べ、１億16百万円減少し、158億41百万円となりました。これは主に、古井

店の改装等に伴う設備の除却によるものであります。

　この結果、総資産は、前事業年度に比べ、47億19百万円増加し、282億67百万円となりました。

(ロ)　負債

流動負債は、前事業年度に比べ、48億12百万円増加し、116億17百万円となりました。これは主に、当第

１四半期会計期間末であります平成24年５月20日が日曜日にあたり、取引先への商品仕入代金や経費

の支払い47億35百万円が翌日の21日になったことによるものであります。

　固定負債は、前事業年度に比べ、18百万円減少し、22億60百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前事業年度に比べ、47億94百万円増加し、138億77百万円となりました。

(ハ)　純資産

純資産合計は、前事業年度に比べ、74百万円減少し、143億89百万円となりました。

　また、自己資本比率は、前事業年度に比べ、10.5ポイント減少いたしました。
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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 34,567,000

計 34,567,000

　

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24年５月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年７月３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 14,000,00014,000,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数
1,000株

計 14,000,00014,000,000― ―

　

(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24年５月20日 ― 14,000,000 ― 1,372,000 ― 1,604,090

　

(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】

① 【発行済株式】

平成24年５月20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

1,392,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,243,000 12,243 ―

単元未満株式 普通株式 365,000 ― ―

発行済株式総数 　 14,000,000 ― ―

総株主の議決権 　 ― 12,243 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、そ

れぞれ2,000株(議決権２個)及び400株含まれております。

２　「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式466株が含まれております。

３　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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24年２月20日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成24年５月20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)
株式会社アオキスーパー

名古屋市中村区鳥居西通
一丁目１番地

1,392,000 ― 1,392,000 9.9

計 ― 1,392,000 ― 1,392,000 9.9

　

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

当社は、平成23年８月21日付で、連結子会社でありました株式会社アズパーク及びアズガーデン株式会社

を吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、第38期第３四半期会計期間より四半期財

務諸表を作成しております。そのため、比較情報については、第38期第１四半期累計期間に係る四半期財務

諸表及び注記を記載せず、第38期事業年度に係る貸借対照表のみを記載しております。

　

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１四半期会計期間(平成24年２月21日から

平成24年５月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年５月20日まで)に係る四

半期財務諸表について、監査法人東海会計社により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成24年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,982,826 10,826,585

売掛金 1,027 830

商品 1,149,703 1,227,523

貯蔵品 23,250 22,369

その他 432,908 348,305

貸倒引当金 △60 △60

流動資産合計 7,589,656 12,425,555

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,646,023 7,529,813

土地 3,266,273 3,266,273

その他（純額） 745,648 724,969

有形固定資産合計 11,657,945 11,521,057

無形固定資産 544,141 528,283

投資その他の資産

差入保証金 2,704,851 2,744,108

その他 1,098,532 1,102,732

貸倒引当金 △47,360 △54,410

投資その他の資産合計 3,756,024 3,792,431

固定資産合計 15,958,111 15,841,772

資産合計 23,547,768 28,267,327

負債の部

流動負債

買掛金 4,876,249 ※
 9,448,782

未払法人税等 348,000 139,000

賞与引当金 175,700 332,761

その他 1,404,782 ※
 1,696,607

流動負債合計 6,804,731 11,617,150

固定負債

退職給付引当金 430,089 433,303

長期預り保証金 1,329,900 1,307,686

資産除去債務 305,305 306,296

その他 213,535 213,136

固定負債合計 2,278,830 2,260,422

負債合計 9,083,562 13,877,573

純資産の部

株主資本

資本金 1,372,000 1,372,000

資本剰余金 1,604,090 1,604,090

利益剰余金 12,498,717 12,573,053

自己株式 △1,032,298 △1,184,340

株主資本合計 14,442,508 14,364,802

新株予約権 21,697 24,951

純資産合計 14,464,205 14,389,754

負債純資産合計 23,547,768 28,267,327
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成24年２月21日
　至 平成24年５月20日)

売上高 21,782,359

売上原価 18,498,076

売上総利益 3,284,283

その他の営業収入 940,539

営業総利益 4,224,822

販売費及び一般管理費 3,820,330

営業利益 404,492

営業外収益

受取利息 7,115

生命保険配当金 7,824

その他 11,111

営業外収益合計 26,051

営業外費用

支払利息 510

収納差金 617

貸倒引当金繰入額 7,050

その他 892

営業外費用合計 9,069

経常利益 421,475

特別損失

固定資産除却損 19,712

特別損失合計 19,712

税引前四半期純利益 401,762

法人税、住民税及び事業税 123,621

法人税等調整額 46,211

法人税等合計 169,832

四半期純利益 231,930
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期累計期間

(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)

有形固定資産の減価償却の方法の変更

当社は、法人税法の改正（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

正する法律」（平成23年法律第114号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成23年政令第379

号））に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更に伴う、損益に与える影響は軽微であります。

　

【追加情報】

　
当第１四半期累計期間

(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※　第１四半期会計期間末日が、金融機関が休日のため期末日未決済分が含まれております。なお、未払金

は、流動負債のその他に含まれております。

　

　
前事業年度

(平成24年２月20日)
当第１四半期会計期間
(平成24年５月20日)

買掛金 ―千円 4,463,109千円

未払金 ―千円 272,847千円

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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。

　

　
当第１四半期累計期間
(自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日)

減価償却費 262,412千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期累計期間(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20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５月17日
定時株主総会

普通株式 157,594 12.50平成24年２月20日 平成24年５月18日 利益剰余金

　
２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得

当社は、平成23年12月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得を決議し、当第１四半期会計期間に150,159千

円を取得しております。なお、本決議による自己株式の取得は、平成24年４月24日にて終了しておりま

す。この結果、当第１四半期会計期間末における自己株式の残高は、1,184,340千円となっております。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)

当社は、食料品を中心に生活関連用品等の販売を主体とする事業の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第１四半期累計期間
(自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日)

１株当たり四半期純利益金額 18円57銭

　(算定上の基礎) 　

四半期純利益(千円) 231,930

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(千円) 231,930

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,488

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

(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、希薄化効果を有している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 【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24年６月29日

株式会社アオキスーパー

取締役会  御中

監査法人東海会計社

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    前　　田　　勝　　昭    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    塚　　本　　憲　　司    印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    島    浩    司    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
会社アオキスーパーの平成24年２月21日から平成25年２月20日までの第39期事業年度の第１四半期会計期間
(平成24年２月21日から平成24年５月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年５
月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半
期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
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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アオキスーパーの平成24年５月20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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