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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 15,806 △1.8 356 5.4 409 1.7 236 △13.5
25年3月期第1四半期 16,090 △2.5 337 89.4 402 61.7 272 119.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 251百万円 （15.7％） 25年3月期第1四半期 217百万円 （65.6％）

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

26年3月期第1四半期 7.43 ―
25年3月期第1四半期 8.39 ―

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

26年3月期第1四半期 32,003 14,047 43.9 441.75
25年3月期 31,538 13,922 44.1 437.83
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,047百万円 25年3月期  13,922百万円

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

25年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 32,700 1.1 599 21.5 685 13.9 360 24.2 11.32
通期 65,200 2.0 1,498 23.0 1,700 14.4 840 27.4 26.41



(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 

(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 
 本資料に掲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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 33,779,634 株 25年3月期 33,779,634 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,980,911 株 25年3月期 1,980,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 31,798,723 株 25年3月期1Q 32,505,819 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策を背景に企業業績や消費動向の改善の

兆しがみられ、デフレ脱却による景気回復への期待が高まっております。しかしながら、為替相場や株価は不安定

な状態が続いており、先行不透明な状態であります。 

 小売業界におきましても、引き続きお客様の低価格志向・節約志向や、業種・業態を超えた企業間の競争の激

化、さらに仕入価格の高騰や光熱費の上昇が懸念されるなど、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、経営方針である「信頼されるスーパーマーケットの確立」を目指して、

次の取り組みを行いました。 

平成25年４月１日に連結子会社「㈱サンピュアー」の食品スーパーマーケット事業を譲り受け、「新鮮市場」の

屋号で営業しておりました６店舗を「albis」の屋号に統一し、経営資源の集中化による経営効率の向上及びお客

様の満足度向上を図りました。 

 営業面につきましては、前連結会計年度に引き続き、お客様にとって価値ある商品を選定して集中販売する「チ

ャレンジ１００」の取り組みや、健康商品、簡便商品及び個食商品の充実に努めております。 

 業務改善面につきましては、昨年、グロサリー部門で導入しました「自動発注システム」に関連して、通常、営

業時間内に行っておりました商品陳列を営業時間前の早朝へシフトし、短時間で効率的に陳列できるよう変更いた

しました。また、平成25年６月より新たに雑貨部門の自動発注を開始するなど、さらに効率化を進めております。 

また、日配、グロサリー部門では、売場を指導するトレーナーを新設し、重点店舗を中心に売場の改善とピーク

タイムの欠品防止に努め、お客様のニーズに合った売場作りを行っております。 

新店につきましては、平成25年４月に未出店地域でありました富山県南砺市へ「アルビス福光店」、平成25年６

月に石川県金沢市へ「アルビス大友店」を出店し、業績は順調に推移しております。また、平成25年５月に「アル

ビス立山インター店」の改装を行い、日配・グロサリー売場の拡充を図りました。 

業績につきましては、当第１四半期連結累計期間に２店舗の出店を行いましたが、既存店の売上高が伸び悩んだ

こと、前連結会計年度及び当第１四半期連結累計期間に３店舗を閉店したこと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、新店２店舗の出店コスト等が増加しましたが、売上総利益率が改善されたこと及び

前連結会計年度に引き続き、業務改善によるコスト削減に取り組んだこと等により増益となりました。四半期純利

益につきましては、前連結会計年度の第１四半期に賃貸借契約解約益が計上されているため、減益となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益15,806百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益356百

万円（前年同期比5.4％増）、経常利益409百万円（前年同期比1.7％増）及び四半期純利益236百万円（前年同期比

13.5％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明   

（資産） 

 当第１四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464百万円増加し、32,003百万円とな

りました。  

 この主な要因は現金及び預金の減少額351百万円、商品の増加額161百万円、建物及び構築物の増加額777百万円

等によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ340百万円増加し、17,956百万円となり

ました。 

 この主な要因は買掛金の増加額482百万円、短期借入金の減少額450百万円、未払法人税等の減少額285百万円、

賞与引当金の減少額173百万円、流動負債のその他の増加額707百万円等によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ124百万円増加し、14,047百万円とな

りました。 

 この主な要因は利益剰余金の増加額108百万円等によるものであります。 

  

 上記のほか、当社の大株主でありますボランタス協同組合は、平成25年６月22日開催の臨時総会にて解散を決議

しております。なお、現在清算手続き中のため、当社として株主の移動等の確認はできておりません。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明  

 平成26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につきましては、平成25年５月13日発表の業績予

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



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

四半期報告書提出会社であるアルビス㈱は、平成25年２月15日開催の取締役会の承認に基づき、連結子会社であ

る㈱サンピュアーと事業譲渡契約を平成25年２月15日付で締結し、平成25年４月１日付で食品スーパーマーケッ

ト事業を譲り受けいたしました。 

 これにより、㈱サンピュアーは、不動産賃貸事業のみを営む会社となりました。 

   

   

（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 

  該当事項はありません。  

   

   

  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



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,536,793 3,185,705 

売掛金 218,578 211,093 

商品 1,443,140 1,604,188 

原材料及び貯蔵品 63,450 70,588 

その他 854,708 811,726 

貸倒引当金 △8,176 △1,192 

流動資産合計 6,108,495 5,882,110 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,624,460 8,402,434 

土地 10,037,301 10,029,277 

その他（純額） 1,689,751 1,679,378 

有形固定資産合計 19,351,514 20,111,089 

無形固定資産   

のれん 339,143 282,725 

その他 607,962 581,518 

無形固定資産合計 947,106 864,243 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,651,398 3,629,033 

その他 1,701,883 1,711,787 

貸倒引当金 △221,685 △194,590 

投資その他の資産合計 5,131,596 5,146,230 

固定資産合計 25,430,216 26,121,563 

資産合計 31,538,711 32,003,674 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,212,665 3,694,688 

短期借入金 800,000 350,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,036,688 3,003,102 

未払法人税等 515,337 229,511 

賞与引当金 346,081 172,584 

その他 1,796,930 2,504,221 

流動負債合計 9,707,702 9,954,108 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 5,827,761 5,827,613 

受入敷金保証金 721,134 731,643 

資産除去債務 428,165 456,958 

その他 631,598 686,053 

固定負債合計 7,908,658 8,002,268 

負債合計 17,616,361 17,956,377 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 2,505,944 2,505,944 

利益剰余金 10,112,166 10,221,089 

自己株式 △477,707 △477,707 

株主資本合計 13,969,726 14,078,649 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △47,376 △31,512 

その他の包括利益累計額合計 △47,376 △31,512 

新株予約権 － 160 

純資産合計 13,922,350 14,047,297 

負債純資産合計 31,538,711 32,003,674 



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 15,810,953 15,535,774 

売上原価 11,362,941 11,025,154 

売上総利益 4,448,012 4,510,620 

不動産賃貸収入 279,991 270,299 

営業総利益 4,728,003 4,780,920 

販売費及び一般管理費 4,390,020 4,424,588 

営業利益 337,983 356,331 

営業外収益   

受取利息 7,596 7,930 

受取配当金 9,823 9,833 

受取手数料 11,335 10,927 

受取販売奨励金 18,562 20,776 

その他 61,025 43,001 

営業外収益合計 108,343 92,470 

営業外費用   

支払利息 41,922 37,160 

その他 1,856 2,353 

営業外費用合計 43,778 39,514 

経常利益 402,548 409,287 

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 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 4,313 

減損損失 － 18,024 

特別損失合計 － 22,337 

税金等調整前四半期純利益 509,986 386,949 

法人税、住民税及び事業税 271,485 219,941 

法人税等調整額 △34,375 △69,109 

法人税等合計 237,109 150,831 

少数株主損益調整前四半期純利益 272,877 236,117 

四半期純利益 272,877 236,117 



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 272,877 236,117 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55,002 15,863 

その他の包括利益合計 △55,002 15,863 

四半期包括利益 217,874 251,981 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 217,874 251,981 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 



 該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

 （第三者割当による自己株式の処分） 

  平成25年７月12日開催の取締役会決議により、第三者割当による自己株式の処分を実施しております。 

  

①処分の目的及び理由 

 当社の資本政策に基づいて、割当先との取引関係強化の一環として実施するものであります。 

  

②処分先、処分した株式数及び処分価額 

  

③処分期日 

 平成25年７月29日  

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）

処分先  処分した株式数 処分価額   処分価額の総額 

 株式会社富山銀行     500,000株   1株当たり285円      142,500千円 

 株式会社北日本新聞社     500,000株  1株当たり285円      142,500千円 

合計   1,000,000株        285,000千円 
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