
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
   

 
   

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第１四半期の業績（平成24年２月21日～平成24年５月20日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年２月期第１四半期 22,722 ― 404 ― 421 ― 231 ―

24年２月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益
円 銭 円 銭

25年２月期第１四半期 18.57 ―
24年２月期第１四半期 ― ―

(注)平成24年２月期第３四半期より非連結となったことから、平成24年２月期第１四半期の経営成績(累計)及び対前年
同四半期増減率については記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第１四半期 28,267 14,389 50.8
24年２月期 23,547 14,464 61.3

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 14,364百万円 24年２月期 14,442百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年２月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

25年２月期 ―

25年２月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年２月期の業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月20日）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 44,350 ― 700 ― 740 ― 390 ― 31.37

通期 90,930 2.7 1,390 29.6 1,460 25.8 760 8.8 61.13

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

(注)平成24年２月期第３四半期より非連結となったことから、第２四半期(累計)の対前年同四半期増減率については記
載しておりません。



 

  

   

   

   

 

   

 

 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年２月期１Ｑ 14,000,000株 24年２月期 14,000,000株

② 期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 1,567,690株 24年２月期 1,392,466株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 12,488,626株 24年２月期１Ｑ 13,402,726株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ
「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・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平成23年８月21日に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、平成24年２月期第３四半期会計期間より非連結の開示となっておりま
す。
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当第１四半期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。 

  

(注) 平成24年２月期第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。 

  

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。 

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。 

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。 

  

業績予想については、概ね予想どおり推移しており、当初の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産

（３）業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更

（有形固定資産の減価償却の方法の変更）
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３．四半期財務諸表 
（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 

㈱アオキスーパー(9977)　平成25年２月期　第１四半期決算短信

―5―



該当事項はありません。 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

㈱アオキスーパー(9977)　平成25年２月期　第１四半期決算短信

―6―




