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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の業績（平成25年２月21日～平成25年８月20日）

（１）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 46,952 3.0 233 △69.9 271 △66.5 104 △75.4

25年２月期第２四半期 45,580 ― 774 ― 809 ― 425 ―

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 8.44 ―
25年２月期第２四半期 34.15 ―

(注) 平成24年２月期第３四半期より非連結となったことから、平成25年２月期第２四半期の対前年同四半期増減率につ
いては記載しておりません。

（２）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２四半期 23,923 14,785 61.7

25年２月期 24,328 14,806 60.8

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 14,759百万円 25年２月期 14,780百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

26年２月期 ― 10.00

26年２月期(予想) ― 10.00 20.00

(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

通期 95,280 3.2 600 △59.9 660 △58.1 320 △59.4 25.79

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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２Ｑ 14,000,000株 25年２月期 14,000,000株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 1,590,433株 25年２月期 1,588,481株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 12,410,432株 25年２月期２Ｑ 12,464,405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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 (将来に関する記述等についてのご注意)
 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、四半期決算短信(添付資料)３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。
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当第２四半期におけるわが国経済は、円高是正の効果による輸出環境の改善等により、景気は着実に持

ち直しております。また、経済対策・金融政策の効果等により、景気回復やデフレ脱却が期待されるもの

の、欧州政府債務問題や中国経済の先行き等、不透明な状況が続いております。 

 当流通業界におきましては、業種・業態を超えた値下げ等による店舗間競争がさらに激化しており、厳

しい経営環境が続いております。 

 このような状況におきまして当社は、新設店として２月にニッケタウン稲沢店・６月に大同店をオープ

ンし、３月にアズパーク店・４月にトップモール稲沢店・７月に木場店をリニューアルオープンいたしま

した。 

 販売促進企画として、ポイントカードの新規会員募集やお買物券プレゼント、お客様を対象とした食品

メーカーとの共同企画によるＩＨクッキング教室（本社ビル３Ｆ）の開催を引き続き実施いたしました。

また、競合店対策のため、恒例となりました四半期に一度の大感謝祭・週に一度の日曜朝市及び100円均

一等の企画を継続実施いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期は、営業収益469億52百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益２億33百万円

（前年同期比69.9％減）、経常利益２億71百万円（前年同期比66.5％減）、四半期純利益１億４百万円

（前年同期比75.4％減）と増収減益となりました。 

  

流動資産は、前事業年度に比べ、10億80百万円減少し、75億20百万円となりました。これは主に、

店舗の設備投資に伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

 固定資産は、前事業年度に比べ、６億75百万円増加し、164億３百万円となりました。これは主

に、店舗の設備投資によるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度に比べ、４億４百万円減少し、239億23百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度に比べ、４億９百万円減少し、68億67百万円となりました。これは主に、

未払法人税等の減少によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度に比べ、26百万円増加し、22億71百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前事業年度に比べ、３億83百万円減少し、91億38百万円となりました。 

純資産合計は、前事業年度に比べ、21百万円減少し、147億85百万円となりました。 

 また、自己資本比率は、前事業年度に比べ、0.9ポイント増加いたしました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（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

(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産
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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）の四半期末残高は、

56億71百万円となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フ

ローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの）が、11億22百万円の減少となったこと、

及び、財務活動によるキャッシュ・フローが１億25百万円減少したことによるものであります。 

営業活動による資金の増加は、２億３百万円となりました（前事業年度は12億70百万円の資金の増

加）。これは主に、営業収入によるものであります。 

投資活動による資金の減少は、13億25百万円となりました（前事業年度は４億57百万円の資金の減

少）。これは主に、店舗の設備投資によるものであります。 

財務活動による資金の減少は、１億25百万円となりました（前事業年度は３億10百万円の資金の減

少）。これは主に、配当金の支払によるものであります。 

  

業績予想については、平成25年９月６日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（３）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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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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25年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,919,787 5,671,468 

売掛金 1,089 731 

商品 1,174,546 1,360,499 

貯蔵品 27,866 36,668 

その他 477,847 450,948 

貸倒引当金 △60 △60 

流動資産合計 8,601,076 7,520,257 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,195,953 7,891,538 

土地 3,317,473 3,317,473 

その他（純額） 940,516 884,636 

有形固定資産合計 11,453,943 12,093,648 

無形固定資産 483,794 479,129 

投資その他の資産   

差入保証金 2,742,713 2,798,229 

その他 1,094,869 1,080,187 

貸倒引当金 △47,680 △47,560 

投資その他の資産合計 3,789,903 3,830,857 

固定資産合計 15,727,640 16,403,636 

資産合計 24,328,717 23,923,893 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,887,672 5,024,724 

未払法人税等 582,000 138,000 

賞与引当金 173,700 175,800 

ポイント引当金 155,300 178,300 

その他 1,477,995 1,350,330 

流動負債合計 7,276,667 6,867,154 

固定負債   

退職給付引当金 466,574 500,150 

長期預り保証金 1,255,871 1,227,815 

資産除去債務 311,265 332,630 

その他 211,939 211,142 

固定負債合計 2,245,651 2,271,738 

負債合計 9,522,318 9,138,893 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,372,000 1,372,000 

資本剰余金 1,604,090 1,604,090 

利益剰余金 13,004,529 12,985,185 

自己株式 △1,200,258 △1,201,889 

株主資本合計 14,780,361 14,759,386 

新株予約権 26,036 25,613 

純資産合計 14,806,398 14,785,000 

負債純資産合計 24,328,717 23,923,893 
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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）

前第２四半期累計期間 
(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 43,666,788 44,802,455 

売上原価 36,984,482 38,542,597 

売上総利益 6,682,305 6,259,857 

その他の営業収入 1,914,159 2,150,060 

営業総利益 8,596,465 8,409,917 

販売費及び一般管理費 7,822,172 8,176,652 

営業利益 774,293 233,264 

営業外収益   

受取利息 14,389 14,369 

受取配当金 8 7 

その他 30,881 26,711 

営業外収益合計 45,278 41,088 

営業外費用   

支払利息 1,017 936 

収納差金 1,319 2,267 

貸倒引当金繰入額 7,160 － 

その他 892 － 

営業外費用合計 10,388 3,203 

経常利益 809,183 271,150 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 422 

特別利益合計 － 422 

特別損失   

固定資産除却損 26,203 62,104 

その他 － 4,400 

特別損失合計 26,203 66,504 

税引前四半期純利益 782,980 205,068 

法人税、住民税及び事業税 386,572 118,297 

法人税等調整額 △29,303 △18,000 

法人税等合計 357,269 100,297 

四半期純利益 425,710 104,771 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 

 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20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 782,980 205,068 

減価償却費 527,083 555,193 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,160 △120 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,100 2,100 

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 23,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,800 33,576 

受取利息及び受取配当金 △14,397 △14,376 

支払利息 1,017 936 

固定資産除却損 15,232 34,563 

売上債権の増減額（△は増加） 325 357 

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,186 △194,755 

未収入金の増減額（△は増加） 90,071 53,399 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,284 137,052 

未払金の増減額（△は減少） △30,284 12,316 

未払消費税等の増減額（△は減少） 78,257 △150,295 

未払費用の増減額（△は減少） 138,797 116,428 

その他 16,749 △73,879 

小計 1,589,990 740,564 

利息及び配当金の受取額 373 264 

法人税等の支払額 △319,717 △537,290 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,270,646 203,538 

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 △393,158 △1,261,920 

無形固定資産の取得による支出 △4,507 △30,582 

会員権の売却による収入 － 36,000 

貸付けによる支出 △1,950 △1,620 

貸付金の回収による収入 2,533 1,742 

差入保証金の差入による支出 △59,918 △82,418 

差入保証金の回収による収入 39,787 40,992 

預り保証金の返還による支出 △49,090 △46,826 

預り保証金の受入による収入 9,140 18,704 

投資活動によるキャッシュ・フロー △457,162 △1,325,927 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △152,220 △1,631 

配当金の支払額 △157,954 △124,297 

財務活動によるキャッシュ・フロー △310,174 △125,928 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 503,309 △1,248,318 

現金及び現金同等物の期首残高 5,982,826 6,919,787 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,486,136 5,671,468 

㈱アオキスーパー(9977)　平成26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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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