
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 沖縄総合事務局長

【提出日】 平成24年７月13日

【四半期会計期間】 第43期第１四半期（自　平成24年３月１日　至　平成24年５月31日）

【会社名】 株式会社サンエー

【英訳名】 SAN-A CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　上地　哲誠

【本店の所在の場所】 沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号

【電話番号】 ０９８（８９８）２２３０（代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役　諸見　明良

【最寄りの連絡場所】 沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号

【電話番号】 ０９８（８９８）２２３０（代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役　諸見　明良

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

EDINET提出書類

株式会社サンエー(E03352)

四半期報告書

 1/14



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42期

第１四半期連結
累計期間

第43期
第１四半期連結
累計期間

第42期

会計期間

自平成23年
３月１日
至平成23年
５月31日

自平成24年
３月１日
至平成24年
５月31日

自平成23年
３月１日
至平成24年
２月29日

売上高（百万円） 33,754 33,974 138,532

経常利益（百万円） 2,649 2,506 10,697

四半期（当期）純利益（百万円） 1,435 1,450 6,280

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
1,484 1,506 6,776

純資産額（百万円） 64,008 69,697 69,300

総資産額（百万円） 88,364 93,490 92,781

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
89.80 90.75 392.99

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（％） 70.5 72.5 72.4

　（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。

３．第42期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　　　　　

　

２【事業の内容】

当第１四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。  
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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１四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災によ

る影響から持ち直しがみられるものの、欧州の債務危機や円高の長期化による影響もあり、先行き不透明な状況が

続いております。

このような環境の中、当社は経営方針を「情報のキャッチボール」とし、お客様のニーズや価値観の変化、社会の

変化に気づき、社員一人ひとりが主体性をもって相互に発言することが人材育成や業務改善に繋がると考えており

ます。引き続き、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、人材力の強化を行

い、お客様満足度の向上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における営業収益（売上高及び営業収入）は358億58百万円（前年同期比

0.9％増）、営業利益は24億41百万円（前年同期比5.6％減）、経常利益は25億6百万円（前年同期比5.4％減）とな

りました。四半期純利益は14億50百万円と前年同期比1.1％増となりました。これは、前年同期に資産除去債務会計

基準の適用に伴う影響額1億87百万円を特別損失に計上したことによるものであります。 

　

部門別の業績は、次のとおりであります。　

「小売部門」　

小売部門におきましては、衣料品が夏物商品の好調とワンランクアップ商品の拡充、トータルコーディネートの

提案及び接客販売を強化したことで好調に推移いたしましたが、家電商品が昨年のエコポイント効果及び地上デジ

タル放送完全移行の需要等の反動により大幅な落ち込みとなり、売上高は338億64百万円（前年同期比0.7％増）と

なりました。

「その他部門」　

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1.5％増）、

営業収入は8億54百万円（前年同期比13.3％増）となりました。　

 

（２）資産、負債及び純資産の状況

（資産、負債及び純資産の状況）

当第１四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7億9百万円増加し、934億90百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金が17億2百万円減少したことと、売掛金が4億17百万円、商品及び製品が4億36百万

円、有形固定資産が12億47百万円増加したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比較して3億11百万円増加し、237億92百万円となりました。主な要因は、買掛金が12

億49百万円、預り金が2億77百万円、賞与引当金が6億36百万円増加したことと、未払金が7億39百万円、未払法人税等

が12億22百万円減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して3億97百万円増加し、696億97百万円となりました。主な要因は、利益剰余

金が6億99百万円増加したことと、少数株主持分が2億67百万円減少したことによるものであります。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、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。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 36,000,000

計 36,000,000

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31日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年７月13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24年３月１日～

 平成24年５月31日
    － 15,990     － 3,723     － 3,686

（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】

当第１四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24年２月29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24年５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）  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24年５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

（％）

 株式会社サンエー
 沖縄県宜野湾市大

山七丁目２-１０
 8,800 －  8,800  0.06

 計 －  8,800 －  8,800  0.06

 

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１四半期連結会計期間（平成24年３月１日から平成

24年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日から平成24年５月31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。　

EDINET提出書類

株式会社サンエー(E03352)

四半期報告書

 6/14



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）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,188 19,486

売掛金 1,336 1,753

商品及び製品 8,798 9,234

原材料及び貯蔵品 184 179

その他 2,051 2,380

流動資産合計 33,559 33,033

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,491 17,168

土地 25,470 25,470

その他（純額） 5,347 6,918

有形固定資産合計 48,309 49,557

無形固定資産

のれん 1,270 1,229

その他 325 321

無形固定資産合計 1,595 1,550

投資その他の資産 9,316 9,349

固定資産合計 59,221 60,457

資産合計 92,781 93,490

負債の部

流動負債

買掛金 6,684 7,934

1年内返済予定の長期借入金 585 585

未払法人税等 2,311 1,088

賞与引当金 897 1,533

商品券等回収損失引当金 24 23

その他 6,586 6,282

流動負債合計 17,089 17,448

固定負債

長期借入金 1,231 1,070

退職給付引当金 1,570 1,590

資産除去債務 337 339

その他 3,251 3,343

固定負債合計 6,391 6,344

負債合計 23,480 23,792
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月31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 59,679 60,378

自己株式 △25 △25

株主資本合計 67,063 67,763

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 88 53

その他の包括利益累計額合計 88 53

少数株主持分 2,147 1,880

純資産合計 69,300 69,697

負債純資産合計 92,781 93,490
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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１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年５月31日)

売上高 33,754 33,974

売上原価 23,445 23,586

売上総利益 10,308 10,388

営業収入 1,786 1,883

営業総利益 12,095 12,272

販売費及び一般管理費 9,509 9,830

営業利益 2,585 2,441

営業外収益

受取利息 16 13

受取配当金 3 5

債務勘定整理益 21 17

その他 39 43

営業外収益合計 80 79

営業外費用

支払利息 11 8

商品券等回収損失引当金繰入額 3 3

その他 1 2

営業外費用合計 16 14

経常利益 2,649 2,506

特別損失

固定資産除却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 187 －

減損損失 0 －

特別損失合計 188 0

税金等調整前四半期純利益 2,460 2,506

法人税、住民税及び事業税 1,234 1,131

法人税等調整額 △285 △166

法人税等合計 949 965

少数株主損益調整前四半期純利益 1,511 1,541

少数株主利益 76 90

四半期純利益 1,435 1,450
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,511 1,541

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △27 △34

その他の包括利益合計 △27 △34

四半期包括利益 1,484 1,506

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,407 1,415

少数株主に係る四半期包括利益 76 90
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【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日）

（減価償却方法の変更）　

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。　

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結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】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四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１四半期連結累計期間に係る減価償却費

（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間

（自　平成23年３月１日

至　平成23年５月31日）　

当第１四半期連結累計期間

（自　平成24年３月１日

至　平成24年５月31日）　

減価償却費　 647百万円 622百万円　

のれん償却額　 40 40　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

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

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年５月31日）

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24年５月24日 　

　定時株主総会
 普通株式 751 47 平成24年２月29日 平成24年５月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31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金額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。　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年５月31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金額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。　

　

（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。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 89円80銭 90円75銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 1,435 1,450

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金額（百万円） 1,435 1,450

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,981 15,981

（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】

　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７月11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 細野　和寿　　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24年３月１日から平成25年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年３月１日から平成

24年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日から平成24年５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、株式会社サンエー及び連結子会社の平成24年５月31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。

２．四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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