
平成24年2月期 第2四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  
（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3月1日～平成23年8月31日） 

  

  
2．配当の状況 

  
3．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

   

      平成23年10月 7日

上場会社名 株式会社 スーパーバリュー     上場取引所  大 

コード番号 3094 ＵＲＬ http://www.supervalue.jp     

代表者    （役職名）代表取締役執行役員社長 （氏名）  岸本 七朗 

問合せ先責任者（役職名）執行役員経理統括 （氏名）  中谷 圭一   ＴＥＬ 048-778-3222 

四半期報告書提出予定日 平成23年10月14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    ： 有  （機関投資家・アナリスト向け）

(1）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

  売上高 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  25,269 5.6 550 16.2 507  27.6 187 22.9

23年2月期第2四半期  23,936 13.0 473 △20.8 397  △23.6 152 △47.7

  
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  89 06 84 60

23年2月期第2四半期  72 47 68 78

(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  22,565  3,832  16.9 1,817 73

23年2月期  20,029  3,740  18.6 1,774 58

（参考）自己資本 24年2月期第2四半期 3,818百万円 23年2月期 3,726百万円 

  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 －       0 00 －      23 00  23  00

24年2月期 －       0 00       

24年2月期（予想）   －      23 00  23  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無  

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 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  53,350  11.2 1,199 10.3 1,055 8.7  500  2.4 238 10

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 無  



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  
新規 －社（社名      ）、除外 －社（社名      ） 
（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。 
  

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 
（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。 
  

(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 
②①以外の変更        ： 有 
（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） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期2Q  2,101,000株  23年2月期  2,100,000株 
②期末自己株式数           24年2月期2Q         76株  23年2月期         76株 
③期中平均株式数（四半期累計）    24年2月期2Q  2,100,429株  23年2月期2Q 2,099,924株 
  

※四半期レビュー手続の実施状況 
 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 
 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については、当第２四半期決算短信【添付資料】P.3「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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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年８月31日まで）におけるわが国経済は、３月に発生

した東日本大震災とその後の電力供給問題の影響により国内経済は停滞し、企業活動や雇用情勢は厳しい状態が続

いております。また、欧州財政の信用不安や円高の進行に改善が見られず、景気の先行きは依然として不透明な状

況となっております。 

当社グループの所属する食品スーパー業界及びホームセンター業界におきましては、防災関連商品や節電対策

商品など一部の商品に好調な売れ行きは見られたものの、放射性物質の食品への影響や風評被害、消費者の生活防

衛意識の高まりや自粛ムードの広がりにより、厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、地域の皆様が一日も早く平常な生活を送ることができる

よう、安全で安心な商品の確保と安定した商品供給に注力し、新たな取引先の開拓や取引条件の見直しに鋭意取り

組んでまいりました。また、これまで推進してまいりました“ちょっと良い商品”の品揃えに加え、お客様の「楽

しいお買い物、楽しい暮らしのお手伝い」をコンセプトに、色・柄・デザインにこだわった文具、玩具、家庭用

品、小物家電をまとめた彩り豊かな売場“Saika”を上尾愛宕店に導入し、価格だけでなく「プラスα」の魅力を

持つ売場づくりを進めてまいりました。 

店舗におきましては、平成23年３月に春日部武里店、４月に杉並高井戸店の２店舗において食品売場を拡大す

る売場改装、６月に上述のとおり上尾愛宕店において“家電・リフォーム館”と“Saika”を新設するＨＣ売場の

増床を実施し、既存店を強化いたしました。また、７月６日には中浦和店（埼玉県さいたま市南区）を居抜き出店

し、店舗のドミナント化も継続して取り組んでまいりました。なお、当社はショッピングモール「ValuePlaza上尾

愛宕店」の店舗に係る土地及び建物等について、連結子会社の㈲上尾企画より７月29日に取得しております。  

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ全体の売上高は252億69百万円（前年同期比5.6％

増）、営業利益は５億50百万円（前年同期比16.2％増）、経常利益は５億７百万円（前年同期比27.6％増）となり

ました。なお、平成22年２月より段階的に導入した「現金ポイントカード」制度に係るポイントについて重要性が

増したため、ポイント引当金を計上しております。これにより、当第２四半期連結累計期間における売上高、売上

総利益、営業総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ１億44百万円減少しております。また、過年度分のポイン

ト引当金相当額95百万円と資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額70百万円などを特別損失として計上したこと

により、四半期純利益は１億87百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ25億36百万円増加（12.7％）し、225

億65百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加、資産除去債務会計基準の適用等に伴う有形固定

資産の増加、新規出店店舗関係の建設仮勘定及び差入保証金の増加によるものであります。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ24億44百万円増加（15.0％）し、187億33百万円となりました。この主な要因

は、仕入債務、ポイント引当金及び資産除去債務の増加と借入金の純増額によるものであります。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ91百万円増加（2.4％）し、38億32百万円となりました。この主な要因は、

第15期期末配当金の48百万円、四半期純利益の１億87百万円及び繰延ヘッジ損失の47百万円によるものでありま

す。 

  

（キャッシュフローの状況） 

 当第２四半期連結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。）は前連結会計年度末に比

べ７億17百万円増加（前年同四半期は12億61百万円減少）し、23億80百万円となりました。当第２四半期連結累計

期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、９億63百万円（前年同四半期に使用した資金は10億63百万円）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益３億22百万円、仕入債務の増加額４億57百万円及びポイント引当金の増加額

２億40百万円及び法人税等の支払額２億13百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、13億98百万円（前年同四半期に使用した資金は３億44百万円）となりました。

これは主に本社移転、中浦和店に係る有形固定資産の増加、府中新町店及び国立店に係る差入保証金の差入による

ものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、11億52百万円（前年同四半期に得られた資金は１億47百万円）となりました。

これは主に借入金の純増額12億52百万円及び第15期期末配当金の支払額48百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気動向といたしましては、東日本大震災の影響による消費マインドの低下や電力供給問題、欧州財政の

信用不安が依然として影を落とし、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

 このような中、当社グループでは、お客様にとって「見やすい」「わかりやすい」「欲しいものがいつもある」

売場づくりと、地域一番の価格により、お客様との信頼関係を強化してまいります。また、平成23年９月８日に新

規出店しました府中新町店（東京都府中市）、平成23年11月上旬に新規出店予定の国立店（東京都国立市）におい

ても地域の皆様から絶大なご支持をいただけるよう努力してまいります。 

 なお、当期（平成24年２月期）の連結業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成23年４月14日

に発表いたしました「平成23年２月期 決算短信」の連結業績予想から変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理の変更  

（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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ5,377千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は69,812千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

222,480千円であります。 

（借地権の償却） 

 従来、土地賃借のために支出した費用は、法人税法の規定により無形固定資産の「その他」（借地権）に取得

価額で計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より投資その他の資産の「その他」（長期前払費用）に

計上し、賃借契約期間で均等償却する方法に変更しております。 

 この変更は、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」等が適用されることを受け、店

舗に係る資産の従来の会計実務を見直したことによる変更であります。また、借地権は借地返還時に一括して費

用計上する方針としておりましたが、均等償却を行うことで、期間損益をより適正に表示し、かつ、財政状態の

健全化を図るために行った変更であります。 

 この変更に伴い、過年度までにすでに経済的効果が発現していると認められる金額18,328千円については、期

首に過年度借地権償却額として特別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

2,518千円減少し、税金等調整前四半期純利益は20,847千円減少しております。 

２．その他の情報
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②表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

 たな卸資産につきましては、従来、「商品及び製品」及び「原材料及び貯蔵品」として表示しておりました

が、実態をより適切に表示するために、第１四半期連結会計期間よりそれぞれ「商品」及び「貯蔵品」に勘定科

目の名称を変更しております。 

（四半期連結損益計算書） 

 「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「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

用により、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」の科目で表示しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「役員賞与引当金の増減額」と「退職給付引当金の増減額」は、四半期

連結貸借対照表との整合性を図るため、第１四半期連結累計期間より「引当金の増減額」として表示しておりま

す。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における「役員賞与引当金の増減額」は△2,935千円、「退職給付引当金の

増減額」は△3,570千円であります。 

③追加情報 

（ポイント引当金） 

 従来、当社は、顧客に対して発行したポイントカードに係る会計処理について使用時に売上値引処理しており

ましたが、制度導入後一定期間が経過し適切なデータの蓄積ができるようになり、将来使用される金額を合理的

に見積ることが可能となったこと及びポイント確定未使用残高の重要性が増加したことに伴い、第１四半期連結

会計期間から将来使用される負担に備えるため、当第２四半期連結会計期間末におけるポイント確定未使用残高

のうち将来使用される見込額をポイント引当金として計上しております。 

 なお、期首時点におけるポイント引当金相当額95,735千円については、過年度ポイント引当金繰入額として特

別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、営業総利益、

営業利益及び経常利益はそれぞれ144,369千円減少し、税金等調整前四半期純利益は240,105千円減少しておりま

す。 

（繰延ヘッジ損益） 

 第１四半期連結会計期間より、長期借入金について、金利変動リスクを回避する目的の金利スワップ取引にヘ

ッジ会計を適用しております。 

 イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・長期借入金 

ハ．ヘッジ方法 

デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利変動リスクをヘッジする手段として、金利スワップを

行っております。 

ヘッジ取引の識別は、原則としてヘッジを意図する期間にわたり取引単位で行っております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の通貨が同一であり、金額と期日についてほぼ同一であることを確認し、ヘッジ

手段が余すことなくヘッジ対象の決済に利用されていることを確認しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31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28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,183,150 1,240,259

現金及び預金（責任財産限定対象） 1,197,485 423,183

受取手形及び売掛金 175,271 137,036

商品及び製品 － 2,072,543

商品 2,218,041 －

原材料及び貯蔵品 － 8,007

貯蔵品 7,439 －

その他 610,949 426,549

その他（責任財産限定対象） 19,896 767

流動資産合計 5,412,234 4,308,346

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,458,086 2,397,373

建物及び構築物（責任財産限定対象）（純
額）

－ 2,830,884

土地 8,052,602 5,043,676

土地（責任財産限定対象） － 2,862,025

その他（純額） 682,216 372,372

有形固定資産合計 14,192,905 13,506,333

無形固定資産   

その他 37,118 137,940

その他（責任財産限定対象） － 3,432

無形固定資産合計 37,118 141,372

投資その他の資産   

差入保証金 2,568,201 1,926,359

その他 355,237 147,065

投資その他の資産合計 2,923,439 2,073,424

固定資産合計 17,153,462 15,721,131

資産合計 22,565,697 20,029,477
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31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28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,901,418 3,444,026

短期借入金 4,042,200 2,703,838

短期借入金（責任財産限定） － 250,000

未払法人税等 273,946 210,794

賞与引当金 190,891 190,516

ポイント引当金 240,105 －

引当金 5,585 8,520

その他 1,016,305 840,100

その他（責任財産限定） 141,479 12,592

流動負債合計 9,811,931 7,660,388

固定負債   

長期借入金 8,077,725 3,088,505

長期借入金（責任財産限定） － 4,825,000

引当金 140,438 144,008

資産除去債務 218,925 －

その他 484,575 570,771

固定負債合計 8,921,664 8,628,285

負債合計 18,733,595 16,288,673

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,638 367,500

資本剰余金 277,500 277,500

利益剰余金 3,220,466 3,081,699

自己株式 △68 △68

株主資本合計 3,866,536 3,726,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △162 △153

繰延ヘッジ損益 △47,460 －

評価・換算差額等合計 △47,623 △153

新株予約権 13,189 14,326

純資産合計 3,832,102 3,740,804

負債純資産合計 22,565,697 20,029,477
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 23,936,612 25,269,478

売上原価 19,157,355 20,154,336

売上総利益 4,779,257 5,115,141

営業収入 155,293 159,281

営業総利益 4,934,550 5,274,423

販売費及び一般管理費 4,461,316 4,724,312

営業利益 473,234 550,110

営業外収益   

受取利息 2,714 3,145

受取手数料 36,128 44,035

その他 21,569 17,950

営業外収益合計 60,412 65,131

営業外費用   

支払利息 114,181 102,000

その他 21,938 5,961

営業外費用合計 136,119 107,961

経常利益 397,527 507,280

特別損失   

固定資産除却損 8,524 211

退職給付費用 122,464 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 70,253

過年度ポイント引当金繰入額 － 95,735

過年度借地権償却額 － 18,328

特別損失合計 130,988 184,529

税金等調整前四半期純利益 266,538 322,751

法人税、住民税及び事業税 165,178 277,305

法人税等調整額 △50,829 △141,618

法人税等合計 114,349 135,686

少数株主損益調整前四半期純利益 － 187,064

四半期純利益 152,188 187,064
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 266,538 322,751

減価償却費 232,087 251,132

開業費償却額 12,995 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,100 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,799 374

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 240,105

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123,554 －

引当金の増減額（△は減少） － △6,505

固定資産除却損 8,524 211

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 70,253

過年度借地権償却額 － 18,328

受取利息及び受取配当金 △2,730 △3,161

支払利息 114,181 102,000

売上債権の増減額（△は増加） 26,584 △38,235

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,300 △144,930

仕入債務の増減額（△は減少） △1,455,982 457,391

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,840 △67,639

差入保証金の相殺による回収 51,704 55,590

預り保証金の増減額（△は減少） 1,445 －

その他の資産・負債の増減額 △160,177 23,707

小計 △755,433 1,281,373

利息及び配当金の受取額 268 163

利息の支払額 △116,790 △104,887

法人税等の支払額 △191,523 △213,402

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,063,479 963,247

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 △136,999 △697,514

敷金及び保証金の差入による支出 △208,548 △706,408

敷金及び保証金の回収による収入 1,000 11,972

その他 － △6,867

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,548 △1,398,817
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,650,000 5,650,000

短期借入金の返済による支出 △3,850,000 △4,850,000

長期借入れによる収入 1,500,000 6,200,000

長期借入金の返済による支出 △939,390 △672,418

長期借入金の返済による支出（責任財産限定） △125,000 △5,075,000

配当金の支払額 △46,022 △48,240

リース債務の返済による支出 △42,572 △51,579

ストックオプションの行使による収入 － 1

財務活動によるキャッシュ・フロー 147,014 1,152,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,261,012 717,193

現金及び現金同等物の期首残高 2,963,108 1,663,442

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,702,096 2,380,636

㈱スーパーバリュー(3094)平成24年２月期第２四半期決算短信

9



当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社グループの事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまして、開示対象

となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

   

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

   

〔セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

 当社グループの事業は、流通販売事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日） 

 株主資本の金額に前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため、記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間における仕入実績を事業部門及び品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 上記の金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 品目別の各構成内容は次のとおりであります。 

(1)生鮮食品   （青果、精肉、鮮魚、惣菜） 

(2)グローサリー （加工食品、米、酒、日配品） 

(3)第一グループ （日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品） 

(4)第二グループ （カー用品、レジャー用品、ペット用品） 

(5)第三グループ （家電製品、対面（注４）、インテリア用品、家庭・日用雑貨、文具・玩具、ド

ラッグ） 

(6)第四グループ （リフォーム） 

(7)その他    （売上仕入（注５）） 

４ 対面販売形態の部門を指しております（例：時計・カメラ等）。 

５ 売上高が計上されると同時に仕入高が計上される取引形態のことを指しております（例：切花等）。 

  

４．補足情報

事業部門 品目別 仕入高（千円） 前年同四半期比（％） 

ＳＭ事業部 

生鮮食品  7,028,710 104.3

グローサリー  8,131,372 107.6

ＳＭ事業部計  15,160,082 106.1

ＨＣ事業部 

第一グループ  826,157 102.6

第二グループ  1,238,344 100.4

第三グループ  2,907,314 110.8

第四グループ  153,852 119.4

その他  19,103 30.2

ＨＣ事業部計  5,144,771 106.0

合計  20,304,854 106.0
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② 販売実績 

ａ 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業部門及び品目別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 品目別の各構成内容は次のとおりであります。 

(1)生鮮食品   （青果、精肉、鮮魚、惣菜） 

(2)グローサリー （加工食品、米、酒、日配品） 

(3)第一グループ （日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品） 

(4)第二グループ （カー用品、レジャー用品、ペット用品） 

(5)第三グループ （家電製品、対面（注３）、インテリア用品、家庭・日用雑貨、文具・玩具、ド

ラッグ） 

(6)第四グループ （リフォーム） 

(7)その他    （売上仕入（注４）） 

３ 対面販売形態の部門を指しております（例：時計・カメラ等）。 

４ 売上高が計上されると同時に仕入高が計上される取引形態のことを指しております（例：切花等）。 

  

ｂ 当第２四半期連結累計期間における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第２四半期連結累計期間の埼玉県には、中浦和店（平成23年７月６日新規出店）を含んでおります。

   

事業部門 品目別 売上高（千円） 前年同四半期比（％） 

ＳＭ事業部 

生鮮食品  9,162,635 105.2

グローサリー  9,774,241 108.7

ＳＭ事業部計  18,936,876 107.0

ＨＣ事業部 

第一グループ  1,128,988 103.2

第二グループ  1,527,728 95.5

第三グループ  3,485,673 105.5

第四グループ  167,484 113.9

その他  22,727 24.3

ＨＣ事業部計  6,332,601 101.5

合計  25,269,478 105.6

地域別 売上高（千円） 前年同四半期比（％）
前第２四半期末 

店舗数（店） 

当第２四半期末 

店舗数（店） 

埼玉県 14,975,689 103.0  10 11

東京都 8,654,316 111.4  4 5

千葉県 1,639,472 100.8  1 1

合計 25,269,478 105.6  15 17

㈱スーパーバリュー(3094)平成24年２月期第２四半期決算短信

12




