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  （百万円未満切捨て）

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 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２四半期  28,941 －  415 －  410  －  237 －

24年２月期第２四半期  － － － － －  － － －

  
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２四半期  113.05  107.46

24年２月期第２四半期 － －

（注）平成24年２月期第２四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しており
ます。そのため、平成24年２月期第２四半期の経営成績（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。

  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

25年２月期第２四半期  22,885  4,286  18.7  2,035.35

24年２月期  22,513  4,105  18.2  1,947.80

（参考）自己資本 25年２月期第２四半期 4,276百万円   24年２月期 4,092百万円 

  
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  － 0.00 － 24.00  24.00

25年２月期  － 0.00       

25年２月期（予想）     － 24.00  24.00

（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３月１日～平成25年２月28日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 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  60,000  13.4  1,212  13.1  1,154  10.6  632  30.0  300.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 25年２月期２Ｑ 2,101,000株 24年２月期 2,101,000株

②  期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 76株 24年２月期 76株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 2,100,924株 24年２月期２Ｑ 2,100,429株

 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。

 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については、当第２四半期決算短信の添付資料P.3「１．

当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 なお、前期（平成24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

（(有)上尾企画）が平成23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、第１四半期より提出会社

のみ財務諸表を作成することといたしました。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成24年３月１日から平成24年８月31日まで）におけるわが国経済は、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、雇用情勢や所得環境の改善を見せつつありまし

たが、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鈍化や、国内では消費税引き上げ法案

の可決などもあり、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

当社の所属する小売業界におきましては、緩やかながらも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、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、

仕入原価の低減などに継続して取り組み、前年同期の震災仮需要の反動減や天候不順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た「環境の激変にも強い会社づくり」の実現に向け、会社の基盤強化を図る取

り組みを進め、３月より順次、自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）などの取り組みを開始したほか、節電・エコ活動の一環とし

て売場照明のＬＥＤ化を推進するなど経費節減の取り組みも進め、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。 

店舗展開におきましては、小型食品スーパーの西尾久店（東京都荒川区）を平成24年３月２日に新規出店した

ことにより、当第２四半期会計期間末の店舗数は20店舗となっております。 

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（前年同期比16.9％

減）、経常利益は４億10百万円（前年同期比18.9％減）、四半期純利益は２億37百万円（前年同期比27.5％増）と

なりました。 

なお、平成25年２月期第１四半期決算より非連結決算に移行しておりますので、前年同期比につきましては、

平成24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。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ３億71百万円増加（1.7％）し、228億85百万円

となりました。この主な要因は、新規設備投資等に伴う有形固定資産の増加、現金及び預金の増加及び商品の減少

によるものであります。 

（負債） 

 負債は、前事業年度末に比べ１億90百万円増加（1.0％）し、185億98百万円となりました。この主な要因は、支

払手形及び買掛金の増加、リース債務の増加、未払消費税等の増加、ポイント引当金の増加及び借入金の純減額に

よるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べ１億81百万円増加（4.4％）し、42億86百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益の２億37百万円、第16期期末配当金の50百万円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）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。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のと
おりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は、12億59百万円となりました。これは主に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、たな卸資産の減少額１億59百万円によるものでありま
す。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果使用した資金は、４億28百万円となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の
取得による支出３億87百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出38百万円によるものであり
ます。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は、６億５百万円となりました。これは短期及び長期借入金の純減額４億45百万
円、リース債務の返済による支出額１億８百万円及び第16期期末配当金の支払額50百万円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
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 当期（平成25年２月期）の業績予想につきましては、平成24年７月９日に発表いたしました「非連結決算への移

行並びに平成25年２月期個別業績予想に関するお知らせ」に記載のとおり、平成25年２月期第１四半期決算より非

連結決算へ移行したことに伴い、連結業績予想から個別業績予想に変更し発表しております。 

 なお、予想数値は、平成24年７月９日に発表いたしました「平成25年２月期 第１四半期決算短信」に記載の平

成25年２月期の業績予想から変更はありません。 

  

（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。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

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29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,191,232 1,417,337

売掛金 200,193 233,209

商品 2,704,628 2,548,291

貯蔵品 10,664 7,417

その他 646,771 600,210

流動資産合計 4,753,490 4,806,465

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,402,452 5,485,233

土地 8,053,414 8,302,627

その他（純額） 1,001,098 1,031,143

有形固定資産合計 14,456,964 14,819,005

無形固定資産 33,091 40,983

投資その他の資産   

差入保証金 2,796,886 2,760,831

その他 472,912 457,813

投資その他の資産合計 3,269,799 3,218,645

固定資産合計 17,759,856 18,078,633

資産合計 22,513,346 22,885,099

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,287,398 4,448,656

短期借入金 3,840,888 3,375,856

未払法人税等 192,354 195,819

引当金 11,170 4,800

賞与引当金 195,910 203,300

ポイント引当金 155,855 228,718

その他 1,112,770 1,296,884

流動負債合計 9,796,347 9,754,035

固定負債   

長期借入金 7,625,237 7,644,369

引当金 129,859 131,040

資産除去債務 223,310 241,604

その他 633,234 827,595

固定負債合計 8,611,640 8,844,610

負債合計 18,407,987 18,598,646
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,638 368,638

資本剰余金 277,500 277,500

利益剰余金 3,493,316 3,680,406

自己株式 △68 △68

株主資本合計 4,139,386 4,326,475

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △47,216 △50,369

評価・換算差額等合計 △47,216 △50,369

新株予約権 13,189 10,346

純資産合計 4,105,358 4,286,453

負債純資産合計 22,513,346 22,885,099
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 28,941,564

売上原価 23,005,574

売上総利益 5,935,990

営業収入 136,212

営業総利益 6,072,202

販売費及び一般管理費 5,656,542

営業利益 415,660

営業外収益  

受取利息 9,016

受取配当金 15,000

受取手数料 48,695

その他 15,634

営業外収益合計 88,347

営業外費用  

支払利息 90,361

その他 3,198

営業外費用合計 93,560

経常利益 410,447

特別利益  

新株予約権戻入益 2,842

特別利益合計 2,842

税引前四半期純利益 413,290

法人税、住民税及び事業税 207,276

法人税等調整額 △31,497

法人税等合計 175,778

四半期純利益 237,511
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 413,290

減価償却費 393,403

引当金の増減額（△は減少） △5,188

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,390

ポイント引当金の増減額（△は減少） 72,863

受取利息及び受取配当金 △24,017

支払利息 90,361

売上債権の増減額（△は増加） △33,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 159,584

仕入債務の増減額（△は減少） 161,257

その他 302,975

小計 1,538,905

利息及び配当金の受取額 15,140

利息の支払額 △90,805

法人税等の支払額 △203,479

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,259,760

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △387,347

差入保証金の差入による支出 △38,100

その他 △3,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,577

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △600,000

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,045,900

配当金の支払額 △50,407

その他 △108,770

財務活動によるキャッシュ・フロー △605,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 226,104

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,232

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,417,337

㈱スーパーバリュー(3094)平成25年２月期第２四半期決算短信

7



当第２四半期累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日）  

 該当事項はありません。 

   

当第２四半期累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日）  

 当社の事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

 株主資本の金額に前事業年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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