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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 48,796 △4.4 888 5.2 1,101 7.1 479 6.7
24年3月期第3四半期 51,028 △8.9 844 21.0 1,029 15.2 449 156.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 643百万円 （33.0％） 24年3月期第3四半期 484百万円 （661.2％）

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3四半期 14.96 14.93
24年3月期第3四半期 13.82 ―

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3四半期 32,501 13,759 42.3 437.50
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3四半期  13,757百万円 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 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 67,100 0.3 1,290 20.4 1,500 16.0 535 2.4 16.84



(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Ｐ．３「２．サマリー情報（注意事項）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3Q 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3Q 2,334,711 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3Q 32,041,744 株 24年3月期3Q 32,506,225 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要による下支えはあるものの、世界経済の

停滞等により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 小売業界におきましては、消費者の先行き不安による節約志向と、競合店の新規出店及び業種・業態を超えた企

業間競争が一層強まり、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」を小売業の指針として再構築するとともに、「信頼されるスーパーマーケットの確立」を

目指し、次の取組みを行いました。 

 営業面におきましては、お客様の節約志向にお応えするため、生活必需品や消費頻度の高い商品群の販売強化を

一層推進しました。また、競合店との差別化を図るため、PB商品の開発及び生鮮を中心とした美味しい（価値あ

る）商品の販売にそれぞれ取組みました。 

 さらに、シニア世代への対応として惣菜商品や個食商品の品揃え充実と、お客様の購買意欲向上への対応として

夕方ピークタイムの欠品防止に継続して取組みました。 

 これら以外の取組みとして、物流センターの一部を機能的に見直し、店舗における作業効率の改善に取組みまし

た。 

 店舗開発面におきましては、アルビスとなみ店に続き、平成24年10月に『アルビス野村店』を開店いたしまし

た。なお、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は51店舗であります。 

 当第３四半期連結累計期間の営業収益は、前連結会計年度に開店した高柳店・奥田店や当第３四半期連結累計期

間に出店したとなみ店・野村店の売上が貢献したものの、外販売上高と既存店売上の減少等により、減収となりま

した。営業利益・経常利益につきましては、前第３四半期連結累計期間より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、販売費及び一般管理費の総額は前第３四半期連結累計期間と比

べ2.1％減少したことにより、増益となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益48,796百万円（前年同期比4.4％減）、営業利益888百

万円（前年同期比5.2％増）、経常利益1,101百万円（前年同期比7.1％増）、四半期純利益479百万円（前年同期比

6.7％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３四半期連結会計期間末における流動資産は6,827百万円となり、前連結会計年度末に比べ294百万円増加し 

ました。これは主に商品が284百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は25,673百万円となり、前

連結会計年度末に比べて73百万円減少いたしました。これは主にのれんが169百万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、32,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ220百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は10,400百万円となり、前連結会計年度末に比べ442百万円増加

いたしました。これは主に買掛金が633百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は8,340百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて343百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が136百万円減少したこと等に

よるものであります。  

 この結果、負債合計は、18,741百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円増加いたしました。  

（純資産）   

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は13,759百万円となり、前連結会計年度末に比べ121百万円増

加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が164百万円増加したこと等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月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年10月29日発表の連結業績予想に変更はありませ

ん。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、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。  

   

   

該当事項はありません。     

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961,749 4,027,496 

売掛金 320,963 251,673 

商品 1,470,473 1,754,559 

仕掛品 960 278 

原材料及び貯蔵品 50,741 69,215 

その他 783,302 736,441 

貸倒引当金 △54,797 △11,868 

流動資産合計 6,533,393 6,827,797 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,362,568 7,923,990 

土地 10,094,292 10,031,886 

その他（純額） 1,644,015 1,615,302 

有形固定資産合計 19,100,875 19,571,179 

無形固定資産   

のれん 564,816 395,561 

その他 650,776 612,044 

無形固定資産合計 1,215,593 1,007,606 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,782,613 3,721,281 

その他 1,865,821 1,595,191 

貸倒引当金 △217,829 △222,032 

投資その他の資産合計 5,430,604 5,094,440 

固定資産合計 25,747,074 25,673,225 

資産合計 32,280,467 32,501,023 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,680,966 4,314,935 

短期借入金 852,000 602,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,051,102 3,000,760 

未払法人税等 176,335 279,367 

賞与引当金 346,546 158,878 

その他 1,850,953 2,044,746 

流動負債合計 9,957,904 10,400,689 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 6,357,897 6,221,229 

受入敷金保証金 834,297 723,238 

資産除去債務 416,752 438,367 

その他 775,812 658,139 

固定負債合計 8,684,758 8,340,974 

負債合計 18,642,662 18,741,663 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 9,932,319 

自己株式 △305,374 △570,622 

株主資本合計 13,778,994 13,736,025 

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 21,089 

その他の包括利益累計額合計 △143,460 21,089 

新株予約権 2,270 2,244 

純資産合計 13,637,804 13,759,359 

負債純資産合計 32,280,467 32,501,023 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 50,192,517 47,958,093 

売上原価 36,289,519 34,305,178 

売上総利益 13,902,998 13,652,914 

不動産賃貸収入 835,754 838,905 

営業総利益 14,738,752 14,491,819 

販売費及び一般管理費 13,894,157 13,602,906 

営業利益 844,595 888,912 

営業外収益   

受取利息 23,887 23,170 

受取配当金 13,514 12,350 

受取手数料 37,176 35,271 

受取販売奨励金 78,114 57,778 

その他 174,139 221,805 

営業外収益合計 326,832 350,377 

営業外費用   

支払利息 134,315 124,866 

その他 7,871 12,476 

営業外費用合計 142,186 137,342 

経常利益 1,029,241 1,101,946 

特別利益   

固定資産売却益 － 38 

投資有価証券売却益 28,338 － 

地役権設定益 10,691 － 

賃貸借契約解約益 － 107,400 

リース資産減損勘定取崩益 － 140,386 

特別利益合計 39,030 247,825 

特別損失   

固定資産除却損 2,659 19,411 

固定資産売却損 197 12,995 

投資有価証券評価損 70,854 221,003 

預託金貸倒引当金繰入額 － 5,000 

賃貸借契約解約損 － 11,486 

特別損失合計 73,711 269,897 

税金等調整前四半期純利益 994,559 1,079,874 

法人税、住民税及び事業税 272,258 372,019 

法人税等調整額 273,079 228,448 

法人税等合計 545,338 600,467 

少数株主損益調整前四半期純利益 449,221 479,406 

四半期純利益 449,221 479,406 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 449,221 479,406 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,040 164,550 

その他の包括利益合計 35,040 164,550 

四半期包括利益 484,262 643,957 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 484,262 643,957 

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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