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　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜
り、心より厚く御礼申し上げます。
　最近の経済動向は、震災復興需要やエコカー補助金等の
政策効果もあり、景気は緩やかに持ち直しつつありますが、長
期化する円高や欧州の金融問題に加え、中国など新興国の
経済成長の鈍化、国内では消費税引き上げ法案の可決など
もあり、先行きは不透明な状況が続いております。
　私ども株式会社スーパーバリューは、このような厳しい経済
環境におきましても、“地域一番店”として、お客様から信頼さ
れ、ご支持いただけるような店舗づくりに日々取り組み、着実に
成長を続けてまいる所存でございます。
　当期（2013年２月期）におきましては、３月に小型食品スー
パーの西尾久店を新規出店し、一区切りとなる20店舗体制を 岸本　七朗

代表取締役執行役員社長

To  Ou r  S ha r e ho l d e r

株主の皆様へ

確立いたしましたことから、一旦足元を見つめ直し、経済や景
気動向、社会情勢といった“環境の激変にも動じない強い会
社づくり”をテーマに掲げ、今後のさらなる成長への基盤固め
に取り組んでおります。最近では、この
取り組みの効果が少しずつ表れてきて
おり、近い将来には、さらに強く、飛躍し
たスーパーバリューをお見せできるもの
と考えております。
　株主の皆様におかれましては、今後
とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

 2012年11月

モットー
● お客様第一主義の徹底
● よい商品をより安く
● 顧客満足度の高いサービスの提供

経営理念

●   生活に豊かさと利便性をもたらす店舗展開による地域
社会への貢献

●  コンプライアンスの徹底およびＣＳＲ（企業の社会的
責任）への取り組み

●  ステークホルダー（顧客・株主・取引先・従業員）への利益
還元

企業理念

店舗展開 20店舗（2012年11月1日現在）
顧客支持No.1店舗の拡大と維持
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決算情報

■品目別売上高構成比

売上高
28,941百万円

2013/2
第2四半期累計

6,655百万円／23.0% 22,285百万円／77.0%

生鮮食品
（青果、精肉、鮮魚、惣菜）
10,870百万円／37.6％

グローサリー
（加工食品、米、酒、日配品）
11,414百万円／39.4％

第二グループ
（ペット用品、カー用品など）
1,601百万円／5.5％

第四グループ（リフォーム）
165百万円／0.6％

その他（切花など）
19百万円／0.1％

ＨＣ事業部 ＳＭ事業部

第一グループ
（日曜大工、園芸用品など）
1,258百万円／4.3％

第三グループ
（家庭雑貨、
  インテリア用品など）
3,610百万円／12.5％

■売上高 ■営業利益

■経常利益 ■当期
　純利益

■ 通期　■ 第２四半期累計（中間期）

■総資産 ■純資産
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　当第２四半期累計期間（2012年３月１日～2012年８月31日）におき
ましては、緩やかに個人消費が回復する中、業態を超えた価格競争が一
層激しさを増し、厳しい経営環境で推移いたしました。
　このような環境の中、当社では、引き続き地域一番の価格、安全・安心
な商品の提供、お買い物しやすい売場づくり、仕入原価の低減に取り組
み、前年同期の震災仮需要の反動減や天候不順などの影響はありまし
たが、新店４店舗の寄与により当社全体の売上高は増収を確保するこ
とができました。
　また、当期のテーマとして掲げております「環境の激変にも動じない強
い会社づくり」の実現に向け、会社の基盤強化を図る取り組みを進め、自

■営業概況
動発注システムの導入、商品の値引き・廃棄ロス及び販売機会ロスの
最小化、物流センターのより効果的な利用（一部商品の備蓄化）などの
取り組みを順次開始したほか、節電・エコ活動の一環として売場照明のＬ
ＥＤ化推進などの経費節減にも取り組み、少しずつ効果が表れてきてお
りますが、これらの一時的な投資や、新卒新入社員の大幅増加など将来
に向けた投資を行った結果、販売費及び一般管理費は大幅に増加いた
しました。
　以上の結果、売上高は289億41百万円（前年同期比14.5％増）、営
業利益は４億15百万円（同16.9％減）、経常利益は４億10百万円（同
18.9％減）、四半期純利益は２億37百万円（同27.5％増）となりました。

　当社では、前期（2012年２月期）までは、連結財
務諸表を作成しておりましたが、連結子会社でありま
した匿名組合（㈲上尾企画）が2011年12月に清
算し、他の子会社につきましては、資産、売上高等か
ら見て、当企業集団の財政状態及び経営成績の
分析に関する合理的な判断を妨げない程度に重
要性が乏しいことから、当期（2013年２月期）より非
連結決算へ移行することといたしましたので、ご案内
申し上げます。
　なお、上記の理由から、本資料では、前期以前
の各期の第２四半期（中間期）につきましては、数
値を記載しておりませんので、ご了承お願いいたし
ます（「営業概況」の前年同期比につきましては、
2012年２月期第２四半期の非連結決算の数値と
比較した増減を参考として記載しております）。

■非連結決算への
　　　　　移行に関するご案内■
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● 新店『SuperValue 西尾久店』がオープンしました！
　2012年３月２日（金）、東京都荒川区に『SuperValue 西尾久店』を新
規出店いたしました。西尾久店は、ＪＲ東北本線・高崎線「尾久駅」より徒歩
６分、都電荒川線「荒川遊園地前」停留場より徒歩３分の住宅街に立地
する小型食品スーパーです。
　開店日は、終日雨が降る悪天候で
したが、開店前には200名以上のお
客様が並び、近隣の皆様からの高い
期待が感じられる開店となりました。
　近隣の荒川一丁目店、志茂店とド
ミナントを構成する西尾久店では、近
隣の皆様から、一日も早く“地域一番
店”としてご支持いただけるよう努力し
てまいります。

前事業年度末
2012年2月29日

当第２四半期
会計期間末
2012年8月31日

資産の部
流動資産 4,753 4,806
固定資産 17,759 18,078
　有形固定資産 14,456 14,819
　無形固定資産 33 40
　投資その他の資産 3,269 3,218
資産合計 22,513 22,885
負債の部
流動負債 9,796 9,754
固定負債 8,611 8,844
負債合計 18,407 18,598
純資産の部
株主資本 4,139 4,326
　資本金 368 368
　資本剰余金 277 277
　利益剰余金 3,493 3,680
　自己株式 △ 0 △ 0
評価・換算差額等 △ 47 △ 50
新株予約権 13 10
純資産合計 4,105 4,286
負債純資産合計 22,513 22,885

■貸借対照表
（単位：百万円）

当第２四半期
累計期間

2012年3月1日～2012年8月31日

売上高 28,941
売上原価 23,005
売上総利益 5,935
　営業収入 136
営業総利益 6,072
　販売費及び一般管理費 5,656
営業利益 415
　営業外収益 88
　営業外費用 93
経常利益 410
　特別利益 2
税引前四半期純利益 413
　法人税、住民税及び事業税 207
　法人税等調整額 △ 31
四半期純利益 237

■損益計算書
（単位：百万円）

当第２四半期
累計期間

2012年3月1日～2012年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 428
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 605
現金及び現金同等物の増加額 226
現金及び現金同等物の期首残高 1,191
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,417

■ キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

キャッシュ・フローの状況

財政状態

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益
４億13百万円、減価償却費３億93百万円、仕入債務の増加額
１億61百万円などにより12億59百万円の収入となりました。投
資活動によるキャッシュ・フローは、新規設備投資等に伴う有形
固定資産の取得３億87百万円などにより４億28百万円の支出と
なりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純減
額４億45百万円などにより６億５百万円の支出となりました。
　これらの結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現
金同等物は、前事業年度末に比べ２億26百万円増加し、14億
17百万円となりました。

資産／現金及び預金の増加（２億26百万円増）、新規設備投
資等に伴う有形固定資産の増加（３億62百万円増）及び商
品の減少（１億56百万円減）などにより、前事業年度末に比
べ３億71百万円増加し、228億85百万円となりました。

負債／支払手形及び買掛金の増加（１億61百万円増）、リース
債務の増加（2億67百万円増）、ポイント引当金の増加（72
百万円増）及び借入金の純減額（４億45百万円減）などに
より、前事業年度末に比べ１億90百万円増加し、185億98
百万円となりました。

純資産／四半期純利益２億37百万円及び第16期期末配当
金50百万円の計上による利益剰余金の増加などにより、前
事業年度末に比べ１億81百万円増加し、42億86百万円とな
りました。
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商 号 株式会社スーパーバリュー
本 社 〒362-0034

埼玉県上尾市愛宕三丁目１番40号
TEL：048-778-3222（代）　FAX：048-778-3324

設 立 1996年3月18日
創 業 1996年7月21日
資 本 金 ３億6,863万円
主たる事業 食品スーパーとホームセンターを併設した複合型小売店舗の経営
従業員数 正社員：484名

契約・嘱託社員、パート及びアルバイト：1,401名 （8時間換算）
※2012年8月31日現在  　

主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 大宮駅前支店／埼玉りそな銀行 大宮支店／
三井住友銀行 大宮支店／みずほ銀行 大宮支店／武蔵野銀行 
大宮支店／商工中金 さいたま支店／群馬銀行 大宮支店

■会社概要 ■役員
代表取締役
代表取締役
取 締 役
取 締 役
常勤監査役
監 査 役
監 査 役
監 査 役

執行役員社長
執行役員副社長
専務執行役員

・・・・・
・・・・・
・・・・・

岸　本　七　朗
岸　本　圭　司
田　幡　徹　夫
飯　野　　   忠
江　﨑　可　秋
小　崎　光　明
小森谷　繁　行
稲　垣　則　夫
中　谷　圭　一
大　森　主　男
菅　又　茂　雄
藤　條　安　夫

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

Co r po r a t e  D a t a

会社情報 （2012年11月1日現在）

Stock  I n f o rma t i o n

株式関連情報 （2012年８月31日現在）

■株式の状況
発行可能株式総数………………………………… 7,200,000株
発行済株式総数…………………………………… 2,101,000株
株主数 ……………………………………………………… 811名

■株式分布状況（所有株数別）

合計
2,101千株

個人その他
その他の法人
金融商品取引業者
金融機関
外国法人等
自己名義株式

907千株／43.2％
1,151千株／54.8％
35千株／ 1.7％
4千株／ 0.2％
1千株／ 0.1％

　　0千株／ 0.0％
※千株未満切り捨て

■株主の皆様への配当金について
　当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留
保を確保しつつ、株主の皆様に対して適正かつ安定的な配当を行う
ことを基本方針としております。
　当期（2013年２月期）の配当につきましては、2012年４月13日に
発表いたしました「平成24年２月期　決算短信」に記載いたしました
とおり、期末に１株当たり24.00円の配当を行う予定としております。

決 算 期 毎年３月１日から翌年２月末日まで
定 時 株 主 総 会 毎年５月開催
株 主 配 当 金 毎年２月末日の株主名簿に記録された株主様又は登録質権者にお支払いいたします。
中 間 配 当 金 実施する場合には、毎年８月31日の株主名簿に記録された株主様又は登録質権者にお支払いいたします。
株主名簿管理人及び 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
事 務 取 扱 場 所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
郵 便 物 送 付 先 〒183-8701　東京都府中市日鋼町１番10

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電 話 照 会 先 　　 0120-176-417
ホームページURL http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

単 元 株 式 数 100株
公 告 の 方 法 日本経済新聞
上 場 証 券 取 引 所 大阪証券取引所　ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）
証 券 コ ー ド 3094

▶IRサイトのご案内
　 当社ホームページ内の“IR情報”に、当社の最新IR情報を掲載し
ております。ぜひご活用ください。

ホームページURL http://www.supervalue.jp/

株式会社スーパーバリュー
〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕三丁目１番40号
 バリュープラザ上尾愛宕店２階
TEL：048-778-3222　E-mail：ir@supervalue.co.jp

◆お問い合わせは、下記まで◆

株
主
メ
モ

【株式に関する住所変更等のお届出
  及びご照会について】
　証券会社の口座をご利用されている株
主様は、住所変更等のお届出及びご照
会は、三井住友信託銀行ではお手続きが
できませんので、口座のある証券会社宛
にお願いいたします。証券会社の口座を
ご利用されていない株主様は、左記の電
話照会先までご連絡ください。

■大株主の状況

株主名 持株数（株）持株比率（%）
有限会社ライト経営 635,000 30.22
有限会社ドクターホールディングス 375,000 17.85
川畑　博士 315,000 14.99
スーパーバリュー従業員持株会 117,130 5.57
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 78,900 3.76
岸本　圭司 60,000 2.86
川畑　昭子 54,700 2.60
武井　典子 33,100 1.58
楽天証券株式会社 23,000 1.09
株式会社ジャパンミート 20,200 0.96

配当の状況 第２四半期末 期末
2012年２月期 0.00円 24.00円
2013年２月期（予想） 0.00円 24.00円
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