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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44期

第３四半期連結
累計期間

第45期
第３四半期連結

累計期間
第44期

会計期間

自平成25年
　３月１日
至平成25年
　11月30日

自平成26年
　３月１日
至平成26年
　11月30日

自平成25年
　３月１日
至平成26年
　２月28日

売上高 （百万円） 110,497 115,487 148,991

経常利益 （百万円） 8,431 9,669 11,245

四半期（当期）純利益 （百万円） 5,010 5,525 6,361

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 5,339 5,855 6,761

純資産額 （百万円） 78,459 84,572 79,881

総資産額 （百万円） 111,617 119,794 104,401

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 156.74 172.88 199.03

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 （％） 68.3 68.7 74.3

 

回次
第44期

第３四半期連結
会計期間

第45期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　９月１日
至平成25年
　11月30日

自平成26年
　９月１日
至平成26年
　11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 45.16 50.83

（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、消費税等は含まれておりません。

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。

４．平成25年９月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

 

２【事業の内容】

当第３四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３四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。

 

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３四半期連結累計期間（平成26年３月１日～平成26年11月30日）におけるわが国経済は、政府の経済政策や

金融政策によって企業収益や雇用情勢に改善等が見られ、景気は緩やかな回復基調となりました。一方で消費税率

の引き上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化や円安による物価の上昇などもあり、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「実行力」とし、「気づいたこと、学んだこと、考えたことは実行して

こそ目的を達す。」と考え、実行力を高めるとともに、引き続き企業理念の浸透、七大基本の徹底、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。

店舗展開につきましては、４月に「Ｖ21食品館佐真下店」（沖縄県宜野湾市）を新規出店、「Ｖ21食品館きょう

はら店」（沖縄県那覇市）を改装し「マツモトキヨシきょうはら店」、10月に「為又シティ」（沖縄県名護市）を

改装し「マツモトキヨシ為又シティ店」、「具志川メインシティ」（沖縄県うるま市）を改装し、「無印良品具志

川メインシティ」、新規フランチャイズ業態として「ピザハット Express（エクスプレス）」（㈱フェニックスＦ

Ｃ店舗）を出店いたしました。

その結果、当第３四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1,223億30百万円（前年同期

比4.7％増）、営業利益は94億53百万円（前年同期比14.9％増）、経常利益は96億69百万円（前年同期比14.7％

増）、四半期純利益は55億25百万円（前年同期比10.3％増）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」

小売部門におきましては、消費税増税前需要により家電商品が大幅に伸びたことと、ワンランクアップ商

品、沖縄県産品、ＰＢ商品（くらしモア・ローソンセレクト）の販売強化に取り組んだことにより、売上高は

1,152億74百万円（前年同期比4.5％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1億91百万円（前年同期比2.5％

増）、営業収入は33億10百万円（前年同期比11.2％増）となりました。

 

（２）資産、負債及び純資産の状況

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153億93百万円増加し、1,197億94百万円

となりました。主な要因は、当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日となり、仕入債務等83億82百万円の支

払いが翌月に繰越されたこと等により現金及び預金が133億55百万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107億1百万円増加し、352億21百万円となりました。主な要因は、当第３

四半期連結会計期間末が金融機関の休日となり、仕入債務等の支払いが翌月に繰越されたこと等により買掛金が75

億67百万円、預り金が12億36百万円増加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46億91百万円増加し、845億72百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金が46億30百万円増加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３四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 72,000,000

計 72,000,000

 

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26年11月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成27年１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 31,981,654 31,981,654
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 31,981,654 31,981,654 － －

 

（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26年９月１日～

平成26年11月30日
－ 31,981 － 3,723 － 3,686

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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26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26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     18,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,941,800 319,418 －

単元未満株式 普通株式     21,854 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 31,981,654 － －

総株主の議決権 － 319,418 －

 

②【自己株式等】

平成26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

七丁目２番10号
18,000 － 18,000 0.06

計 － 18,000 － 18,000 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３四半期連結会計期間（平成26年９月１日から平

成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26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。

 

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26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,913 43,268

売掛金 1,499 2,101

商品及び製品 9,400 10,250

原材料及び貯蔵品 216 210

その他 2,307 2,721

流動資産合計 43,337 58,553

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,042 21,375

土地 25,913 26,481

その他（純額） 2,705 2,627

有形固定資産合計 50,660 50,484

無形固定資産   

のれん 942 819

その他 286 588

無形固定資産合計 1,229 1,407

投資その他の資産 9,174 9,349

固定資産合計 61,064 61,241

資産合計 104,401 119,794

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,331 14,898

1年内返済予定の長期借入金 421 340

未払法人税等 2,286 2,128

賞与引当金 934 2,201

商品券等回収損失引当金 25 23

その他 7,722 10,049

流動負債合計 18,721 29,642

固定負債   

長期借入金 699 465

退職給付引当金 1,759 1,841

資産除去債務 373 381

その他 2,965 2,891

固定負債合計 5,798 5,579

負債合計 24,519 35,221
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30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 70,087 74,718

自己株式 △25 △25

株主資本合計 77,471 82,102

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 114 166

その他の包括利益累計額合計 114 166

少数株主持分 2,295 2,303

純資産合計 79,881 84,572

負債純資産合計 104,401 119,794
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

売上高 110,497 115,487

売上原価 76,636 79,656

売上総利益 33,860 35,830

営業収入 6,371 6,843

営業総利益 40,232 42,673

販売費及び一般管理費 32,004 33,220

営業利益 8,228 9,453

営業外収益   

受取利息 41 52

受取配当金 28 21

債務勘定整理益 35 44

その他 127 130

営業外収益合計 233 248

営業外費用   

支払利息 15 10

商品券等回収損失引当金繰入額 10 11

その他 4 11

営業外費用合計 30 32

経常利益 8,431 9,669

特別利益   

固定資産売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除却損 10 10

減損損失 － 200

特別損失合計 10 211

税金等調整前四半期純利益 8,427 9,458

法人税、住民税及び事業税 3,475 4,102

法人税等調整額 △383 △446

法人税等合計 3,092 3,655

少数株主損益調整前四半期純利益 5,334 5,803

少数株主利益 324 277

四半期純利益 5,010 5,525
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【四半期連結包括利益計算書】

【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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,334 5,803

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 52

その他の包括利益合計 4 52

四半期包括利益 5,339 5,855

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,014 5,578

少数株主に係る四半期包括利益 324 277
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四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３四半

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３四半期連結累計期間

（自　平成25年３月１日

至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成26年３月１日

至　平成26年11月30日）

減価償却費 2,454百万円 2,280百万円

のれん償却額 122 122

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30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25年５月23日

定時株主総会
普通株式 799 50 平成25年２月28日 平成25年５月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30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26年５月28日

定時株主総会
普通株式 894 28 平成26年２月28日 平成26年５月29日 利益剰余金

（注）平成25年９月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25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３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26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。
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（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３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 156円74銭 172円88銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 5,010 5,525

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） 5,010 5,525

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,963 31,963

（注）１．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。

２．平成25年９月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（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27年１月９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 水野　雅史　　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

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 城戸　昭博　　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26年３月１日から平成27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26年９月１日から平

成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26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、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26年11月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四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．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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