
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
       

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第１四半期の連結業績（平成25年２月21日～平成25年５月20日）

（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１四半期 69,612 △3.0 469 △60.0 560 △56.5 239 △49.8

25年２月期第１四半期 71,765 0.7 1,172 △9.5 1,289 △9.5 476 ―

(注) 包括利益 26年２月期第１四半期 1,035百万円( 123.6％) 25年２月期第１四半期 463百万円( ― ％)

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１四半期 5.35 ―
25年２月期第１四半期 10.66 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第１四半期 142,493 80,544 56.5
25年２月期 139,066 80,090 57.6

(参考) 自己資本 26年２月期第１四半期 80,544百万円 25年２月期 80,090百万円

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

25年２月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
26年２月期 ―

26年２月期(予想) 13.00 ― 13.00 26.00

(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）

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) 149,300 0.9 2,450 11.1 2,650 7.0 1,050 1.2 23.50

通期 302,900 1.7 5,800 13.8 6,100 10.1 2,600 73.9 58.19

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

（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

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

（４）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) 26年２月期１Ｑ 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１Ｑ 555,092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１Ｑ 44,683,051株 25年２月期１Ｑ 44,691,138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、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.2「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。



１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………… 3 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(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 ………………………… 6 

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6  

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 7  

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

  

  

○添付資料の目次

株式会社オークワ（8217）　平成26年２月期第１四半期決算短信

-　1　-



当第１四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

景気回復への期待が高まっておりますが、欧州の債務危機問題、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が懸念

されます。また消費者の節約志向・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）の改装を実施いたしました。 

 当第１四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しました。 

 これらの結果、当第１四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

696億12百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は４億69百万円（前年同期比60.0％減）、経常利益は５

億60百万円（前年同期比56.5％減）、四半期純利益は２億39百万円（前年同期比49.8%減）となりまし

た。 
  

①資産の部 

当第１四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34億26百万円増加し、1,424億

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２億85百万円の増加であり、これは主に受取手形及び売掛金が

２億20百万円、商品及び製品が３億31百万円増加した一方、現金及び預金が２億96百万円減少したこ

とによるものであります。 

固定資産では31億41百万円の増加であり、これは主に有形固定資産の「その他」に含まれる建設仮

勘定が21億91百万円、投資その他の資産の「その他」に含まれる投資有価証券が12億30百万円増加し

たことによるものであります。 

②負債の部 

当第１四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29億73百万円増加し、619億49

百万円となりました。 

増減の内訳としては、流動負債では34億８百万円の増加であり、これは主に支払手形及び買掛金が

10億80百万円、「その他」に含まれる設備関係支払手形が12億10百万円増加したことによるものであ

ります。 

固定負債では４億35百万円の減少であり、これは主に長期借入金が６億59百万円減少したことによ

るものであります。 

③純資産の部 

当第１四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４億53百万円増加し、805億

44百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が７億96百万円増加した一方、利益剰

余金が３億41百万円減少したことによるものであります。 
  

平成26年２月期の業績予想につきましては、当第１四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25年４月２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。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（税金費用の計算） 

当第１四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。 
  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,550 12,253

受取手形及び売掛金 2,287 2,508

商品及び製品 10,121 10,453

その他 2,514 2,543

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 27,468 27,753

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 45,721 45,401

土地 35,724 35,724

その他（純額） 7,468 9,737

有形固定資産合計 88,913 90,862

無形固定資産   

のれん 341 170

その他 4,501 4,548

無形固定資産合計 4,843 4,719

投資その他の資産   

その他 18,276 19,591

貸倒引当金 △435 △435

投資その他の資産合計 17,841 19,156

固定資産合計 111,598 114,739

資産合計 139,066 142,493

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,864 14,944

短期借入金 8,540 8,340

1年内返済予定の長期借入金 3,012 2,848

その他 15,737 18,429

流動負債合計 41,154 44,562

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 6,907 6,248

退職給付引当金 116 119

資産除去債務 881 886

その他 9,416 9,633

固定負債合計 17,822 17,386

負債合計 58,976 61,949
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年５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 51,030

自己株式 △741 △743

株主資本合計 79,772 79,429

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 318 1,114

その他の包括利益累計額合計 318 1,114

純資産合計 80,090 80,544

負債純資産合計 139,066 142,493
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年５月20日) 

売上高 69,373 67,298

売上原価 51,807 50,292

売上総利益 17,565 17,006

営業収入   

不動産賃貸収入 1,039 1,003

その他の営業収入 1,352 1,310

営業収入合計 2,392 2,313

営業総利益 19,957 19,320

販売費及び一般管理費 18,784 18,851

営業利益 1,172 469

営業外収益   

持分法による投資利益 42 45

受取手数料 110 90

その他 60 54

営業外収益合計 213 190

営業外費用   

支払利息 55 43

その他 41 55

営業外費用合計 96 98

経常利益 1,289 560

特別利益   

補助金収入 16 17

収用補償金 313 －

その他 7 2

特別利益合計 337 19

特別損失   

固定資産除却損 16 17

減損損失 459 －

投資有価証券評価損 216 －

その他 0 0

特別損失合計 693 17

税金等調整前四半期純利益 933 562

法人税等 457 323

少数株主損益調整前四半期純利益 476 239

四半期純利益 476 239
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年５月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 476 239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21 796

繰延ヘッジ損益 8 －

その他の包括利益合計 △12 796

四半期包括利益 463 1,035

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 463 1,035
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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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