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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3月期第1四半期 16,090 △2.5 337 89.4 402 61.7 272 119.0
24年3月期第1四半期 16,506 △15.4 178 △30.3 248 △17.6 124 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 217百万円 （65.6％） 24年3月期第1四半期 131百万円 （―％）

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3月期第1四半期 8.39 ―
24年3月期第1四半期 3.83 ―

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

25年3月期第1四半期 31,914 13,725 43.0 422.18
24年3月期 32,280 13,637 42.2 419.48
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,723百万円 24年3月期  13,635百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 33,000 △1.9 517 35.6 635 25.4 400 118.5 12.31
通期 67,100 0.3 1,290 20.4 1,500 16.0 750 43.5 23.07



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料2ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（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） 

※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直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「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 33,779,634 株 24年3月期 33,779,634 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,273,815 株 24年3月期 1,273,815 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 32,505,819 株 24年3月期1Q 32,506,452 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要などにより穏やかな回復基調があるものの、円

高の長期化や電力不足問題など先行き不透明な状況が続いております。 

 当食品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・業態を超

えた企業間競争が激化し、益々厳しい経営環境となっております。 

 このような状況の下、当社グループは、小売業に事業を転換した節目にあたり、「企業理念」、「経営理念」、

「アルビスの行動精神」を小売業としての指針として再構築し、「信頼されるスーパーマーケットの確立」を目指

し、『販売力の強化』、『業務効率の徹底』、『人材育成』に取組んでおります。 

 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、スーパーマーケット部門売上高は、既存店が前年を下回る厳

しい状況の中、前年度開店した高柳店・奥田店の売上が貢献したことで前年を上回ったものの、外販売上高の減少

により、減収となりました。営業利益・経常利益につきましては、前年に比較して売上総利益率が改善されたこと

と、継続して業務改善によるコスト低減に取組んだ結果及び外販売上高に起因するコストが低減し、増益となりま

した。また、当期純利益につきましても、経常利益増加に伴い、増益となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益16,090百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益337百

万円（前年同期比89.4％増）、経常利益402百万円（前年同期比61.7％増）、四半期純利益272百万円（前年同期比

119.0％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は6,299百万円となり、前連結会計年度末に比べ234百万円減少し 

ました。これは主に現金及び預金が232百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は25,615百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて131百万円減少いたしました。これは主に建物及び構築物が154百万円減少したこ

と等によるものであります。  

 この結果、総資産は、31,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ366百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は9,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ207百万円減少い

たしました。これは主に短期借入金が400百万円減少し、流動負債のその他が243百万円増加したこと等によるもの

であります。固定負債は8,437百万円となり、前連結会計年度末に比べて246百万円減少いたしました。これは主に

長期借入金が114百万円、受入敷金保証金が94百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。  

 この結果、負債合計は、18,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ454百万円減少いたしました。  

（純資産）   

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は13,725百万円となり、前連結会計年度末に比べ87百万円増加

いたしました。これは、利益剰余金が142百万円増加し、一方でその他有価証券評価差額金が55百万円減少したこ

と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 

  平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月14日発表の業

績予想に変更はありません。 

   

（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 

(減価償却方法の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

   

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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該当事項はありません。   

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961,749 3,728,975 

売掛金 320,963 182,508 

商品 1,470,473 1,550,870 

仕掛品 960 940 

原材料及び貯蔵品 50,741 58,582 

その他 783,302 791,582 

貸倒引当金 △54,797 △14,274 

流動資産合計 6,533,393 6,299,187 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,362,568 7,208,316 

土地 10,094,292 10,094,086 

その他（純額） 1,644,015 1,834,682 

有形固定資産合計 19,100,875 19,137,085 

無形固定資産   

のれん 564,816 508,398 

その他 650,776 621,650 

無形固定資産合計 1,215,593 1,130,049 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,782,613 3,785,533 

その他 1,865,821 1,780,143 

貸倒引当金 △217,829 △217,735 

投資その他の資産合計 5,430,604 5,347,941 

固定資産合計 25,747,074 25,615,076 

資産合計 32,280,467 31,914,263 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,680,966 3,687,013 

短期借入金 852,000 452,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,051,102 3,069,186 

未払法人税等 176,335 279,616 

賞与引当金 346,546 168,645 

その他 1,850,953 2,094,373 

流動負債合計 9,957,904 9,750,834 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 6,357,897 6,243,545 

受入敷金保証金 834,297 739,977 

資産除去債務 416,752 418,948 

その他 775,812 735,303 

固定負債合計 8,684,758 8,437,773 

負債合計 18,642,662 18,188,608 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322 

資本剰余金 2,545,005 2,545,005 

利益剰余金 9,710,041 9,852,895 

自己株式 △305,374 △305,374 

株主資本合計 13,778,994 13,921,848 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △143,460 △198,463 

その他の包括利益累計額合計 △143,460 △198,463 

新株予約権 2,270 2,270 

純資産合計 13,637,804 13,725,655 

負債純資産合計 32,280,467 31,914,263 
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 16,235,179 15,810,953 

売上原価 11,811,455 11,362,941 

売上総利益 4,423,724 4,448,012 

不動産賃貸収入 271,066 279,991 

営業総利益 4,694,790 4,728,003 

販売費及び一般管理費 4,516,345 4,390,020 

営業利益 178,445 337,983 

営業外収益   

受取利息 7,847 7,596 

受取配当金 10,446 9,823 

受取手数料 12,588 11,335 

受取販売奨励金 32,801 18,562 

その他 54,923 61,025 

営業外収益合計 118,606 108,343 

営業外費用   

支払利息 45,487 41,922 

その他 2,667 1,856 

営業外費用合計 48,155 43,778 

経常利益 248,897 402,548 

特別利益   

固定資産売却益 － 38 

賃貸借契約解約益 － 107,400 

特別利益合計 － 107,438 

税金等調整前四半期純利益 248,897 509,986 

法人税、住民税及び事業税 160,515 271,485 

法人税等調整額 △36,248 △34,375 

法人税等合計 124,267 237,109 

少数株主損益調整前四半期純利益 124,629 272,877 

四半期純利益 124,629 272,877 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 124,629 272,877 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,947 △55,002 

その他の包括利益合計 6,947 △55,002 

四半期包括利益 131,577 217,874 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 131,577 217,874 

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。   

   

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

（５）重要な後発事象
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