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(参考）個別業績予想

平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

百万円 　％ 百万円 　％ 百万円 　％

116,570 1.6 1,740 △ 3.3 1,010 3.5

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（％表示は、対前期増減率）

通期
円 銭

35.71

営業収益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
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(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による大規模な金融緩和政策や経済政策を背景にした株価

上昇や円安の進行により、国内の景気が緩やかに回復、改善の兆しが見られましたが、欧州の債務危機問題の再燃、

中国や新興国経済の成長鈍化などにより依然として先行き不透明な状態が続いております。 

当小売業界においても、電気料金の値上げや、円安による原材料価格の値上げ、消費税率の引き上げに対する生活

防衛意識の高まりなどから消費者の低価格・節約志向が一層強まるとともに、業種・業態を越えた価格競争の激化も

相俟って経営環境は非常に厳しい状態が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、地域密着企業として引き続き「良い商品を提供し続けることでお客様の

信頼を得る」ことに注力し、その地域に“なくてはならないスーパーマーケット（地域一番店）”の実現を目指して

まいりました。 

また、お客様から高い信頼をいただくための指針として「食を守る」「食を育む」「食を楽しむ」の３つのキャッ

チフレーズを掲げ、「味」「鮮度」「品質」「見栄え」「容量」「価格」にポイントをあて、特に「鮮度」を最重要

視し全店で「鮮度宣言」を行い、いつご来店いただいてもお客様に鮮度の良い商品を提供することを徹底する商品管

理に取り組みました。 

店舗の新設については、平成25年９月に「しんかな店」（堺市北区）を開店いたしました。既存店強化策としては

平成25年７月に「市岡店」（大阪市港区）の売場改装を行い、カット野菜、カットフルーツ、漬魚や味付肉、焼き魚

や煮魚、惣菜コーナーでの鉄板を使用した商品など、「簡単」で「おいしい」商品の品揃えを増やしました。 

環境保全活動では、既存店舗の節電対策としてＬＥＤ照明の設備投資を13店舗、省電力空調の設備投資を７店舗で

実施いたしました。また、今般の社会的な節電要請を勘案し、平成25年６月から９月末の４ヵ月間の従業員全員参加

による職場と家庭での節電キャンペーンを３期連続で実施いたしました。 

平成25年４月９日に株式を追加取得した、株式会社スーパーナショナル（本社、大阪市大正区）については、第１

四半期連結会計期間より持分法適用の関連会社に含めております。 

これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の営業収益は593億18百万円（前年同期比0.7％増）、営

業利益は４億52百万円（前年同期比23.7％減）、経常利益は８億90百万円（前年同期比14.9％増）、四半期純利益は

５億96百万円（前年同期比66.8％増）となりました。 

   

(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は540億62百万円となり、前連結会計年度末比８百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、土地が19億41百万円、投資その他の資産のその他（投資有価証券）が７億17百万円増加した一

方、現金及び預金が18億44百万円、流動資産のその他（未収入金）が７億75百万円減少したことであります。 

  なお、純資産は271億51百万円となり、前連結会計年度末比４億53百万円の増加となりました。 

  その主な要因は、利益剰余金が３億70百万円、その他有価証券評価差額金が87百万円増加したことであります。 

   

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

上記に記載の最近の業績動向を踏まえ、平成25年４月25日に公表いたしました通期の連結業績予想は修正しており

ます。 

   

(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 

該当事項はありません。 

   

(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。 

   

１．当四半期決算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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,569,319 6,724,493

売掛金 1,063,801 1,067,912

有価証券 － 19,995

商品 2,614,386 2,452,540

貯蔵品 41,362 38,654

その他 2,261,143 1,789,399

流動資産合計 14,550,013 12,092,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,701,273 6,821,880

土地 17,041,788 18,983,767

その他（純額） 2,234,338 2,182,725

有形固定資産合計 25,977,400 27,988,373

無形固定資産 260,995 237,762

投資その他の資産   

差入保証金 7,672,232 7,543,584

その他 5,904,223 6,512,541

貸倒引当金 △311,069 △312,665

投資その他の資産合計 13,265,386 13,743,460

固定資産合計 39,503,782 41,969,596

資産合計 54,053,795 54,062,593
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,133,023 6,927,752

短期借入金 1,000,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 1,110,000 1,130,000

未払法人税等 181,071 259,951

賞与引当金 681,680 689,384

その他 3,966,345 3,480,638

流動負債合計 17,072,121 13,387,726

固定負債   

長期借入金 4,877,500 8,402,500

退職給付引当金 740,569 743,245

事業整理損失引当金 167,586 106,062

資産除去債務 117,220 138,152

その他 4,381,287 4,133,849

固定負債合計 10,284,164 13,523,809

負債合計 27,356,285 26,911,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,277,333 7,277,333

資本剰余金 8,321,237 8,321,237

利益剰余金 11,273,393 11,643,597

自己株式 △280,702 △284,400

株主資本合計 26,591,262 26,957,769

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106,247 193,287

その他の包括利益累計額合計 106,247 193,287

純資産合計 26,697,509 27,151,056

負債純資産合計 54,053,795 54,062,593
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 57,824,508 58,215,751

売上原価 44,405,404 44,524,232

売上総利益 13,419,104 13,691,518

営業収入 1,060,038 1,103,202

営業総利益 14,479,142 14,794,721

販売費及び一般管理費 13,885,968 14,342,241

営業利益 593,174 452,480

営業外収益   

受取利息 6,126 3,714

受取配当金 35,137 37,284

持分法による投資利益 － 294,204

その他 202,446 157,559

営業外収益合計 243,710 492,764

営業外費用   

支払利息 46,162 46,175

その他 15,694 8,462

営業外費用合計 61,856 54,638

経常利益 775,028 890,606

特別利益   

固定資産売却益 62,624 －

特別利益合計 62,624 －

特別損失   

固定資産除売却損 6,270 18,468

店舗閉鎖損失引当金繰入額 86,389 －

投資有価証券評価損 76,596 －

特別損失合計 169,256 18,468

税金等調整前四半期純利益 668,396 872,137

法人税、住民税及び事業税 190,538 272,151

法人税等調整額 120,335 3,535

法人税等合計 310,874 275,686

少数株主損益調整前四半期純利益 357,522 596,450

四半期純利益 357,522 596,450
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 357,522 596,450

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 43,476 67,099

持分法適用会社に対する持分相当額 － 19,941

その他の包括利益合計 43,476 87,040

四半期包括利益 400,998 683,491

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 400,998 683,491
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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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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