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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年２月21日～平成23年８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 ％

24年２月期第２四半期 148,137 4.4 3,009 27.1 3,252 28.0 845 △21.0

23年２月期第２四半期 141,853 △1.8 2,368 4.6 2,539 7.5 1,069 70.3

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

24年２月期第２四半期 18.91   ─ ─
23年２月期第２四半期 23.93   ─ ─

 (2) 連結財政状態

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

24年２月期第２四半期 143,552 78,341 54.6 1,752.62

23年２月期 138,683 78,199 56.4 1,749.23

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 78,341百万円  23年２月期 78,199百万円

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

23年２月期    ─ ─ 13.00   ─ ─ 13.00 26.00

24年２月期    ─ ─ 13.00

24年２月期(予想)   ─ ─ 13.00 26.00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年２月21日～平成24年２月20日）
(％表示は、対前期増減率)

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 298,500 2.9 7,050 7.8 7,200 6.5 2,050 △34.0 45.86



  

 
  (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
  (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 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ますが、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お

ります。 

  

 本資料に記載されている業績見通し等は、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

の前提となる条件等については、四半期決算短信（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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更        ： 有
 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 45,237,297株 23年２月期 45,237,297株

 ② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 537,918株 23年２月期 532,152株

 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 44,703,223株 23年２月期２Ｑ 44,712,879株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動の低下、電力不足によ

る事業活動の停滞や円高の進行等により、先行き不透明な情勢となっております。 

 小売業界におきましては、大震災直後は震災関連商品が動いたものの、自粛ムードの拡大や消費者の生

活防衛意識の高まりなど、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『独自性と地域性を活かした商品構成と販売手法を確立し、業務改革推

進による効率改善を迅速に行い、業界のリーディングカンパニーを目指そう』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、昨年設置した『業務改革室』を中心に、モデル店

舗で改善活動を行い、そこでの成功事例を各店へ水平展開しております。 

 ㈱オークワは、２月にＳＳＭ業態の「名古屋守山店」（愛知県名古屋市）、３月にスーパーセンター業

態の「みえ朝日インター店」（三重県三重郡朝日町）、４月にＳＳＭ業態の「高槻大塚店」（大阪府高槻

市）、及びスーパーセンター業態の「坂祝店」（岐阜県加茂郡坂祝町）の４店舗を新設いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間の販売状況は、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、こ

だわりの商品を取り揃えたメッサ業態などが好調に推移し、全業態ベースの既存店売上高は101.1％とな

りました。 

 連結子会社については、高質スーパーを主力とする㈱パレや食品スーパーの㈱ヒラマツが当社とのシナ

ジー効果などにより、大幅な経常利益の増加となりました。 

 これらの結果、当第２四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、1,481億37百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は30億９百万円（前年同期比27.1％増）、経常利

益は32億52百万円（前年同期比28.0％増）となりましたが、減損損失10億43百万円を特別損失に計上した

ことなどにより、四半期純利益は８億45百万円（前年同期比21.0％減）となりました。 
  

(資産、負債及び純資産の状況) 

①資産の部 

当第２四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48億69百万円増加し、1,435億

52百万円となりました。増減の内訳としては、流動資産では42億65百万円の増加であり、これは主に

現金及び預金が39億93百万円増加したことによるものであります。固定資産では６億４百万円の増加

であり、これは主に建物及び構築物が14億82百万円、リース資産が６億66百万円増加した一方、土地

が10億20百万円、のれんが３億61百万円、投資有価証券が２億49百万円減少したことによるものであ

ります。 

②負債の部 

当第２四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47億27百万円増加し、652億11

百万円となりました。増減の内訳としては、流動負債では１億51百万円の減少となりました。固定負

債では48億79百万円の増加であり、これは主に長期借入金が31億11百万円、社債が８億円、資産除去

債務が６億76百円増加したことによるものであります。 

③純資産の部 

当第２四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１億41百万円増加し、783億

41百万円となりました。これは主に利益剰余金が２億64百万円増加した一方、その他有価証券評価差

額金が１億25百万円減少したことによるものであります。 
  

平成24年２月期の業績予想につきましては、当第２四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23年４月４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. 当四半期の連結業績等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。 
  

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

当第２四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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 
  

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ15百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は

283百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は669百万

円であります。 
  

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書関係 

前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「固定資

産売却益」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記し

ております。なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却

益」は０百万円であります。                                 

  
「連結財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第22号 平成20年12月26日) に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令 (平成21年３月24日 内閣府令第５号) の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。     

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,726 14,732

受取手形及び売掛金 2,251 1,958

商品及び製品 10,470 9,788

その他 3,041 3,744

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 34,482 30,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 45,309 43,827

土地 36,185 37,205

その他（純額） 6,784 6,088

有形固定資産合計 88,279 87,121

無形固定資産   

のれん 1,367 1,728

その他 4,703 4,690

無形固定資産合計 6,071 6,418

投資その他の資産   

その他 15,173 15,420

貸倒引当金 △454 △495

投資その他の資産合計 14,719 14,925

固定資産合計 109,069 108,465

資産合計 143,552 138,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,189 15,069

短期借入金 11,360 14,618

1年内返済予定の長期借入金 2,487 3,518

その他 17,431 16,413

流動負債合計 49,468 49,619

固定負債   

社債 800 －

長期借入金 6,103 2,991

退職給付引当金 114 113

資産除去債務 676 －

その他 8,048 7,757

固定負債合計 15,743 10,863

負債合計 65,211 60,483
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２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 50,110 49,845

自己株式 △724 △719

株主資本合計 78,527 78,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △177 △52

繰延ヘッジ損益 △8 △16

評価・換算差額等合計 △186 △69

純資産合計 78,341 78,199

負債純資産合計 143,552 138,683
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 136,881 143,187

売上原価 102,929 107,358

売上総利益 33,951 35,828

営業収入   

不動産賃貸収入 2,280 2,184

その他の営業収入 2,691 2,765

営業収入合計 4,972 4,949

営業総利益 38,924 40,778

販売費及び一般管理費 36,555 37,769

営業利益 2,368 3,009

営業外収益   

持分法による投資利益 67 82

受取手数料 172 182

その他 152 168

営業外収益合計 392 433

営業外費用   

支払利息 160 130

その他 59 59

営業外費用合計 220 190

経常利益 2,539 3,252

特別利益   

前期損益修正益 2 －

固定資産売却益 － 17

賃貸借契約解約益 9 13

その他 0 1

特別利益合計 12 32

特別損失   

固定資産除却損 101 54

減損損失 62 1,043

投資有価証券評価損 40 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 268

その他 85 127

特別損失合計 289 1,549

税金等調整前四半期純利益 2,262 1,734

法人税等 1,192 889

少数株主損益調整前四半期純利益 － 845

四半期純利益 1,069 845
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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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