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(百万円未満切捨て)
１．平成27年２月期第１四半期の業績（平成26年２月21日～平成26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 ％

27年２月期第１四半期 24,124 3.8 591 123.9 616 114.1 336 158.9

26年２月期第１四半期 23,250 2.3 264 △34.7 287 △31.7 129 △44.0
　

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

27年２月期第１四半期 28.21 ―

26年２月期第１四半期 10.46 ―
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年２月期第１四半期 24,913 14,867 59.6

26年２月期 23,818 14,681 61.5
(参考) 自己資本 27年２月期第１四半期 14,842百万円 26年２月期 14,656百万円

　

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

26年２月期 ― 10.00 ― 12.50 22.50

27年２月期 ―

27年２月期(予想) 12.50 ― 10.00 22.50
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

(注) 27年２月期第２四半期末配当金の内訳 記念配当 2円50銭
　

３．平成27年２月期の業績予想（平成26年２月21日～平成27年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 48,030 2.3 380 62.9 410 51.2 210 100.4 17.63

通期 98,760 ― 1,100 ― 1,150 ― 600 ― 50.37
(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27年２月期より決算期（事業年度の末日）を２月末日に変更したことから、通期の対前期増減率については記
載しておりません。
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※ 注記事項

（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 ： 無

　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) 27年２月期１Ｑ 12,500,000株 26年２月期 12,500,000株

② 期末自己株式数 27年２月期１Ｑ 588,384株 26年２月期 587,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年２月期１Ｑ 11,912,366株 26年２月期１Ｑ 12,411,009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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
(金額の表示単位の変更について)
　当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりました
が、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期におけるわが国経済は、企業業績の改善が進むなど、景気は緩やかに持ち直しております。個人消

費は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により、弱い動きがみられます。また、各種政策の効果等により、

景気の緩やかな回復が見込まれるものの、海外景気の下振れ懸念等、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、３月に戸田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お買物券プレゼント、お客様を対象とした食品メーカー

との共同企画によるＩＨクッキング教室（本社ビル３Ｆ）の開催を引き続き実施いたしました。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95円（本体価格）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241億24百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益５億91百万円（前年同期

比123.9％増）、経常利益６億16百万円（前年同期比114.1％増）、四半期純利益３億36百万円（前年同期比158.9％

増）と増収増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、11億34百万円増加し、89億48百万円となりました。これは主に、現金及び預

金の増加によるものであります。

　固定資産は、前事業年度に比べ、39百万円減少し、159億65百万円となりました。

　この結果、総資産は、前事業年度に比べ、10億95百万円増加し、249億13百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前事業年度に比べ、９億27百万円増加し、78億円となりました。これは主に、未払法人税等の増

加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、22億45百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前事業年度に比べ、９億９百万円増加し、100億45百万円となりました。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前事業年度に比べ、１億86百万円増加し、148億67百万円となりました。

　また、自己資本比率は、前事業年度に比べ、1.9ポイント減少いたしました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年４月４日に発表いたしました平成27年２月期の業績予想に変更はございません。

　なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いた

します。
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２．サマリー情報(注記事項)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

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成26年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成26年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,033 6,999

売掛金 1 0

商品 1,281 1,346

貯蔵品 29 27

その他 467 574

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,813 8,948

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,526 7,473

土地 3,317 3,317

その他（純額） 792 819

有形固定資産合計 11,636 11,610

無形固定資産 446 450

投資その他の資産

差入保証金 2,821 2,797

その他 1,149 1,157

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 3,921 3,904

固定資産合計 16,004 15,965

資産合計 23,818 24,913

負債の部

流動負債

買掛金 5,132 5,283

未払法人税等 102 408

賞与引当金 175 378

役員賞与引当金 － 10

ポイント引当金 194 197

その他 1,269 1,522

流動負債合計 6,872 7,800

固定負債

退職給付引当金 532 532

長期預り保証金 1,181 1,160

資産除去債務 340 342

その他 210 209

固定負債合計 2,264 2,245

負債合計 9,136 10,045

純資産の部

株主資本

資本金 1,372 1,372

資本剰余金 1,604 1,604

利益剰余金 12,130 12,317

自己株式 △450 △451

株主資本合計 14,656 14,842

新株予約権 25 25

純資産合計 14,681 14,867

負債純資産合計 23,818 24,913
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年２月21日
　至 平成25年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

売上高 22,183 23,044

売上原価 19,004 19,373

売上総利益 3,178 3,671

その他の営業収入 1,067 1,080

営業総利益 4,246 4,751

販売費及び一般管理費 3,981 4,159

営業利益 264 591

営業外収益

受取利息 7 7

生命保険配当金 7 8

その他 10 10

営業外収益合計 24 25

営業外費用

支払利息 0 0

収納差金 1 0

貸倒引当金繰入額 － 0

営業外費用合計 1 1

経常利益 287 616

特別利益

新株予約権戻入益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

固定資産除却損 41 13

その他 4 －

特別損失合計 45 13

税引前四半期純利益 242 602

法人税、住民税及び事業税 197 394

法人税等調整額 △85 △127

法人税等合計 112 266

四半期純利益 129 336

決算短信 （宝印刷）  2014年06月18日 14時45分 7ページ （Tess 1.40 20131220_01）



㈱アオキスーパー(9977) 平成27年２月期 第１四半期決算短信

－ 6 －

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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