
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 

   

平成25年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年12月27日

上 場 会 社 名 株式会社 オークワ 上場取引所 東・大

コ ー ド 番 号 8217 URL http://www.okuwa.net

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 神吉 康成
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役財務本部長 (氏名) 森川 昌幸 (TEL)073(425)2481

四半期報告書提出予定日 平成24年12月28日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年２月21日～平成24年11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 ％

25年２月期第３四半期 220,852 △0.5 3,142 △25.7 3,449 △23.7 1,486 10.5

24年２月期第３四半期 221,986 3.9 4,227 12.7 4,518 14.6 1,345 △18.7

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 1,419百万円( 18.7％) 24年２月期第３四半期 1,195百万円( ― ％)

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

25年２月期第３四半期 33.25 ―
24年２月期第３四半期 30.09 ―

（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 ％

25年２月期第３四半期 140,976 79,593 56.5
24年２月期 138,913 79,342 57.1

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 79,593百万円 24年２月期 79,342百万円

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

24年２月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
25年２月期 ― 13.00 ―

25年２月期(予想) 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25年２月期の連結業績予想（平成24年２月21日～平成25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 297,000 △1.2 4,800 △31.1 5,200 △29.1 1,300 △44.8 29.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

  

 

 

   

   

   

   

   

   
  

   

 
  

   

 
  

※ 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

詳細は、添付資料P.3「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 25年２月期３Ｑ 45,237,297株 24年２月期 45,237,297株

② 期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 550,799株 24年２月期 544,420株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 44,689,313株 24年２月期３Ｑ 44,701,253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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 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。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等によりゆるやかな回復の

動きがあるものの、欧州の債務危機問題、中国経済の成長鈍化、長期化する円高の影響に加え、電力供給

の問題などもあり、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、依然として消費者の生活防衛意識の高まりや節約志向は続き、業種・業態を

越えた競争も相俟って、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『利益改善と業務改革を断行し、統合効果を 大限発揮させ、経営効率

を一気に高めよう』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31店舗まで拡大し、業務の見直しを行っております。 

  ㈱オークワは、７月にＳＳＭ業態の「安八店」（岐阜県安八郡安八町）とスーパーセンター業態の「い

なべ店」（三重県いなべ市）、10月にスーパーセンター業態の「可児坂戸店」（岐阜県可児市）の３店舗

を新設いたしました。既存店舗では、「長島店」（三重県北牟婁郡紀北町）を店舗建替えのため５月より

一時休業し、11月に店名を「紀伊長島店」に改称し再開店する一方、「常滑店」（愛知県常滑市）は８月

に閉店いたしました。 

  当第３四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、その他の業態は低調な推移となり、全業態ベースの既存店売上高は前年同

期比97.6％となりました。 

  連結子会社については、食品スーパーの㈱ヒラマツは土地収用に伴う主力店舗の一時閉店により経常減

益となりましたが、外食の㈱オークフーズは経常赤字ながら赤字幅は縮小いたしました。 

  これらの結果、当第３四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

2,208億52百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は31億42百万円（前年同期比25.7％減）、経常利益は

34億49百万円（前年同期比23.7％減）、四半期純利益は14億86百万円（前年同期比10.5％増）となりまし

た。 
  

①資産の部 

当第３四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20億63百万円増加し、1,409億

76百万円となりました。 

 増減の内訳としては、流動資産では19億70百万円の増加であり、これは主に商品及び製品が11億62

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92百万円の増加となりました。 

②負債の部 

当第３四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18億12百万円増加し,613億83

百万円となりました。 

 増減の内訳としては、流動負債では４億62百万円の増加であり、これは主に支払手形及び買掛金が

13億85百万円、１年内返済予定の長期借入金が５億15百万円増加した一方、短期借入金が19億40百万

円減少したことによるものであります。 

固定負債では13億49百万円の増加であり、これは主に長期借入金が17億28百万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３四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２億50百万円増加し、795億

93百万円となりました。これは主に利益剰余金が３億24百万円増加した一方、その他有価証券評価差

額金が75百万円減少したことによるものであります。 
  

平成25年２月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績等を踏まえ検討した結

果、平成24年４月２日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日

（平成24年12月27日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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３四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。 
  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ35百万円増加しております。 
  

（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１四半期連結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

（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

（４）追加情報
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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)

前連結会計年度
(平成24年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,291 12,370

受取手形及び売掛金 2,262 2,498

商品及び製品 10,241 11,404

その他 2,807 3,301

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 27,596 29,567

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 46,480 45,891

土地 36,099 35,906

その他（純額） 5,421 7,074

有形固定資産合計 88,002 88,871

無形固定資産

のれん 1,025 512

その他 4,639 4,553

無形固定資産合計 5,664 5,066

投資その他の資産

その他 18,103 17,906

貸倒引当金 △454 △435

投資その他の資産合計 17,649 17,471

固定資産合計 111,316 111,409

資産合計 138,913 140,976

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,249 15,634

短期借入金 11,280 9,340

1年内返済予定の長期借入金 2,539 3,055

その他 15,193 15,695

流動負債合計 43,262 43,725

固定負債

社債 700 600

長期借入金 5,248 6,977

退職給付引当金 118 113

資産除去債務 786 838

その他 9,455 9,129

固定負債合計 16,308 17,658

負債合計 59,570 61,383
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11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 51,038 51,362

自己株式 △731 △738

株主資本合計 79,449 79,766

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △97 △173

繰延ヘッジ損益 △8 －

その他の包括利益累計額合計 △106 △173

純資産合計 79,342 79,593

負債純資産合計 138,913 140,976
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年２月21日
至 平成24年11月20日)

売上高 214,553 213,635

売上原価 160,950 159,810

売上総利益 53,603 53,824

営業収入

不動産賃貸収入 3,275 3,084

その他の営業収入 4,156 4,132

営業収入合計 7,432 7,216

営業総利益 61,035 61,041

販売費及び一般管理費 56,808 57,899

営業利益 4,227 3,142

営業外収益

持分法による投資利益 82 68

受取手数料 275 300

その他 220 277

営業外収益合計 578 647

営業外費用

支払利息 190 157

消費税等調整額 － 75

その他 96 107

営業外費用合計 287 340

経常利益 4,518 3,449

特別利益

固定資産売却益 21 0

賃貸借契約解約益 15 29

収用補償金 － 313

その他 1 16

特別利益合計 37 359

特別損失

固定資産除却損 147 78

減損損失 1,118 640

投資有価証券評価損 69 2

賃貸借契約解約損 0 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 268 －

その他 151 0

特別損失合計 1,755 727

税金等調整前四半期純利益 2,800 3,081

法人税等 1,455 1,595

少数株主損益調整前四半期純利益 1,345 1,486

四半期純利益 1,345 1,486
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年11月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年２月21日
至 平成24年11月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,345 1,486

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △153 △75

繰延ヘッジ損益 7 8

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 －

その他の包括利益合計 △149 △66

四半期包括利益 1,195 1,419

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,195 1,419

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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