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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年8月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

23年2月期第2四半期 141,853 △1.8 2,368 4.6 2,539 7.5 1,069 70.3
22年2月期第2四半期 144,458 ― 2,263 ― 2,363 ― 628 ―

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

23年2月期第2四半期 23.93 ―
22年2月期第2四半期 14.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期第2四半期 136,493 76,671 56.2 1,714.75
22年2月期 135,149 76,213 56.4 1,704.49

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  76,671百万円 22年2月期  76,213百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
23年2月期 ― 13.00
23年2月期 

（予想）
― 13.00 26.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 290,400 0.3 6,200 6.1 6,350 6.4 2,800 18.7 62.62



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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ますが、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おります。 

※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等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 45,237,297株 22年2月期  45,237,297株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  524,353株 22年2月期  524,293株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 44,712,879株 22年2月期2Q 44,695,676株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策などにより一部で持ち直しの動

きがあるものの、雇用、所得環境は低迷し個人消費は低調に推移するなど、依然として厳しい状況が

続きました。 

 小売業界におきましては、猛暑の影響で飲料、アイスクリーム、エアコン、水着等の盛夏商品の販

売が好調であったものの、依然として業態を越えた企業間競争の激化による客数減、及び消費者の生

活防衛意識の高まりによる客単価の下落が続き、非常に厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のなか、当社は『意識改革なくして業務改革なし、業態に合わせた「価格戦略」

「品揃え方針」を明確にし、業界屈指の競争力を身につけよう』を本年度スローガンに掲げ、業務を

進めてまいりました。業務改革については、本年１月の組織変更により『業務改革室』を設置し、全

社ベースの業務の見直しを行っております。 

 ㈱オークワは、３月にスーパーセンター業態の「桜井店」（奈良県桜井市）、４月に兵庫県２店舗

目となるＳＳＭ業態の「加古川野口店」（兵庫県加古川市）の２店舗を新設いたしました。また、Ｓ

Ｃ業態の「名張店」は２月にスーパーセンター業態に変更し、「ミレニアシティ岩出店」は７月に活

性化のための改装を行いました。 

 当第２四半期連結累計期間の業態別の販売状況は、豊富な品揃えと低価格を実現した「スーパーセ

ンター」業態とこだわりの商品を取り揃えた高質スーパーの「メッサ」業態は消費者ニーズにマッチ

し比較的順調に推移しましたが、主力の「レギュラー」業態とディスカウントタイプの「プライスカ

ット」業態は、外部環境の悪化により、販売は低迷いたしました。この結果、全業態ベースの既存店

売上高は前年同四半期比95.6％となりました。 

 連結子会社については、高質スーパーを主力とする㈱パレ、食品スーパーの㈱ヒラマツ、外食の㈱

オークフーズの３社合計で増益を確保いたしました。特に㈱ヒラマツは当社の支援が奏功し、支援後

初めて経常損益ベースで黒字に転換いたしました。 

 連結ベースの販売費及び一般管理費は、水道光熱費や賃借料などの削減が進み、合計で前年同四半

期比583百万円減となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業収益（売上高及び営業収

入）は、1,418億53百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業利益は23億68百万円（前年同四半期比

4.6％増）、経常利益は25億39百万円（前年同四半期比7.5％増）となり、四半期純利益は10億69百万

円（前年同四半期比70.3％増）となりました。 

  

(資産、負債及び純資産の状況) 

①資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億43百万円増加し、

1,364億93百万円となりました。 

 増減の内訳としては、流動資産では26億28百万円の増加であり、これは主に現金及び預金が16

億57百万円、受取手形及び売掛金が４億26百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産では12億84百万円の減少であり、これは主に固定資産の「その他」に含まれる建設仮

勘定が４億72百万円、建物及び構築物が４億21百万円、のれんが３億61百万円減少したことによ

るものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②負債の部 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億85百万円増加し、598

億21百万円となりました。  

③純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億58百万円増加し、

766億71百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

  

平成23年２月期の業績予想につきましては、当第２四半期の業績を踏まえ検討した結果、現時点に

おいては平成22年４月５日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「受取利息」

は、金額的重要性が乏しいため、当第２四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる

「受取利息」は３百万円であります。 

 前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固

定資産除却損」は特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分

掲記しております。なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定

資産除却損」は83百万円であります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３. 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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,160 11,503

受取手形及び売掛金 1,892 1,465

商品及び製品 9,998 9,926

その他 3,196 2,721

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 28,240 25,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 44,435 44,857

土地 37,203 37,091

その他（純額） 4,645 5,079

有形固定資産合計 86,285 87,028

無形固定資産   

のれん 2,089 2,451

その他 4,497 4,563

無形固定資産合計 6,587 7,014

投資その他の資産   

その他 15,833 15,946

貸倒引当金 △453 △453

投資その他の資産合計 15,379 15,492

固定資産合計 108,252 109,536

資産合計 136,493 135,149

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,006 14,639

短期借入金 14,608 16,428

1年内返済予定の長期借入金 3,521 1,463

その他 13,985 12,984

流動負債合計 48,121 45,515

固定負債   

長期借入金 3,750 5,570

退職給付引当金 125 118

その他 7,824 7,731

固定負債合計 11,699 13,420

負債合計 59,821 58,936
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,117 14,117

資本剰余金 15,025 15,026

利益剰余金 48,390 47,902

自己株式 △713 △714

株主資本合計 76,820 76,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131 △96

繰延ヘッジ損益 △17 △22

評価・換算差額等合計 △148 △118

純資産合計 76,671 76,213

負債純資産合計 136,493 135,149
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

売上高 139,344 136,881

売上原価 105,056 102,929

売上総利益 34,288 33,951

営業収入   

不動産賃貸収入 2,426 2,280

その他の営業収入 2,687 2,691

営業収入合計 5,114 4,972

営業総利益 39,402 38,924

販売費及び一般管理費 37,139 36,555

営業利益 2,263 2,368

営業外収益   

受取利息 5 －

持分法による投資利益 64 67

受取手数料 170 172

その他 119 152

営業外収益合計 360 392

営業外費用   

支払利息 194 160

その他 67 59

営業外費用合計 261 220

経常利益 2,363 2,539

特別利益   

前期損益修正益 － 2

賃貸借契約解約益 557 9

補助金収入 296 －

その他 42 0

特別利益合計 895 12

特別損失   

固定資産除却損 － 101

減損損失 － 62

投資有価証券評価損 － 40

たな卸資産評価損 1,195 －

貸倒引当金繰入額 259 －

その他 346 85

特別損失合計 1,801 289

税金等調整前四半期純利益 1,458 2,262

法人税等 854 1,192

少数株主損失（△） △24 －

四半期純利益 628 1,069

㈱オークワ（8217）　平成23年２月期第２四半期決算短信

－6 －



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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
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