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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年2月21日～平成25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 ％

26年2月期第2四半期 144,796 △2.1 1,074 △51.3 1,325 △46.5 221 △78.6
25年2月期第2四半期 147,911 △0.2 2,206 △26.7 2,477 △23.8 1,037 22.7

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 550百万円 （△51.5％） 25年2月期第2四半期 1,135百万円 （56.0％）

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

26年2月期第2四半期 4.96 4.96
25年2月期第2四半期 23.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第2四半期 144,942 80,065 55.2
25年2月期 139,066 80,090 57.6
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  80,057百万円 25年2月期  80,090百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年2月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
26年2月期 ― 13.00
26年2月期（予想） ― 13.00 26.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 2月21日～平成26年 2月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 293,000 △1.6 3,850 △24.5 4,200 △24.2 560 △62.6 12.53



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料P.3「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、添付資
料P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期2Q 45,237,297 株 25年2月期 45,237,297 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 555,947 株 25年2月期 553,423 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 44,682,435 株 25年2月期2Q 44,690,250 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、昨年の政権交代以降、円安の進行、株価上昇によ

り景気回復の兆しが見えてきておりますが、中国経済の成長鈍化、電力供給の問題などの影響により、

先行き不透明な情勢であります。

小売業界におきましては、電気料金の値上げや、急激な円安による原材料価格値上げなどの、影響を

背景に、消費者の節約志向・低価格志向は続き、さらに企業間の価格競争が増すなど、非常に厳しい経

営環境が続きました。

このような状況のなか、当社は『お客様第一主義、商品改廃のスピードアップ、業務改革の断行で、

成長発展に全力を尽くそう』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、モデル店舗を中心に全社ベースで業務の見直しを行っております。

㈱オークワは、３月にスーパースーパーマーケット業態の「三田店」（兵庫県三田市）の１店舗を新

設いたしました。既存店舗では、スーパーセンター業態の「上富田店」（和歌山県西牟婁郡上富田町）

とスーパースーパーマーケット業態の「橿原坊城店」（奈良県橿原市）は活性化のための改装を実施い

たしました。なお、「パレマルシェ西尾店」（愛知県西尾市）は駅ビル再開発に伴い、８月18日をもっ

て営業を終了いたしました（８月21日、近隣に移転オープン）。

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

ー業態は好調に推移したものの、その他の業態は既存店ベースで前年を下回りました。

連結子会社については、外食の㈱オークフーズは経費節減により経常損益、当期損益とも黒字転換い

たしました。また、食品スーパーの㈱ヒラマツは、経常増益で堅調に推移いたしました。

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1,447億96百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は10億74百万円（前年同期比51.3％減）、経常利

益は13億25百万円（前年同期比46.5％減）、四半期純利益は２億21百万円（前年同期比78.6％減）とな

りました。

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58億75百万円増加し、1,449億

42百万円となりました。

増減の内訳としては、流動資産では33億67百万円の増加であり、これは主に現金及び預金が28億11百

万円、受取手形及び売掛金が４億16百万円増加したことによるものであります。

固定資産では25億８百万円の増加であり、これは主に東海食品センター建設により有形固定資産の

「その他」に含まれる建設仮勘定が39億65百万円増加した一方、建物及び構築物が14億55百万円減少し

たことによるものであります。

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59億円増加し、648億77百万円

となりました。

増減の内訳としては、流動負債では50億66百万円の増加であり、これは主に支払手形及び買掛金が24

億94百万円、「その他」に含まれる設備関係支払手形が20億13百万円増加したことによるものでありま

す。

固定負債では８億34百万円の増加であり、これは主に長期借入金が７億20百万円増加したことによる

ものであります。

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25百万円減少し、800億65百

万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が３億28百万円増加した一方、利益剰余金が

３億59百万円減少したことによるものであります。

１．当四半期決算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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平成26年２月期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏まえ検討した結

果、平成25年４月２日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成25

年９月20日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。

（３）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。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２. サマリー情報(注記事項)に関する事項
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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)

前連結会計年度
(平成25年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,550 15,361

受取手形及び売掛金 2,287 2,704

商品及び製品 10,121 9,619

その他 2,514 3,155

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 27,468 30,835

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 45,721 44,266

土地 35,724 35,665

その他（純額） 7,468 11,222

有形固定資産合計 88,913 91,154

無形固定資産

のれん 341 －

その他 4,501 4,436

無形固定資産合計 4,843 4,436

投資その他の資産

その他 18,276 18,977

貸倒引当金 △435 △461

投資その他の資産合計 17,841 18,515

固定資産合計 111,598 114,106

資産合計 139,066 144,942

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,864 16,358

短期借入金 8,540 8,100

1年内返済予定の長期借入金 3,012 3,169

その他 15,737 18,592

流動負債合計 41,154 46,220

固定負債

社債 500 400

長期借入金 6,907 7,628

退職給付引当金 116 120

資産除去債務 881 882

その他 9,416 9,625

固定負債合計 17,822 18,656

負債合計 58,976 64,877
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年２月20日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,117 14,117

資本剰余金 15,024 15,024

利益剰余金 51,372 51,012

自己株式 △741 △744

株主資本合計 79,772 79,410

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 318 646

その他の包括利益累計額合計 318 646

新株予約権 － 7

純資産合計 80,090 80,065

負債純資産合計 139,066 144,942
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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24年２月21日
至 平成24年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年２月21日
至 平成25年８月20日)

売上高 143,085 140,037

売上原価 107,035 104,923

売上総利益 36,049 35,113

営業収入

不動産賃貸収入 2,075 2,000

その他の営業収入 2,750 2,758

営業収入合計 4,826 4,759

営業総利益 40,876 39,872

販売費及び一般管理費 38,669 38,798

営業利益 2,206 1,074

営業外収益

持分法による投資利益 58 54

受取手数料 203 184

その他 192 185

営業外収益合計 454 424

営業外費用

支払利息 107 86

その他 76 87

営業外費用合計 183 173

経常利益 2,477 1,325

特別利益

賃貸借契約解約益 20 7

補助金収入 16 17

収用補償金 313 －

その他 0 0

特別利益合計 350 26

特別損失

固定資産除却損 65 26

減損損失 459 521

投資有価証券評価損 207 －

その他 6 43

特別損失合計 738 591

税金等調整前四半期純利益 2,088 760

法人税等 1,051 538

少数株主損益調整前四半期純利益 1,037 221

四半期純利益 1,037 221
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四半期連結包括利益計算書
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24年２月21日
至 平成24年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年２月21日
至 平成25年８月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,037 221

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 89 328

繰延ヘッジ損益 8 －

その他の包括利益合計 98 328

四半期包括利益 1,135 550

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,135 550
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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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