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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第１四半期の連結業績（平成27年２月21日～平成27年５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 ％

28年２月期第１四半期 64,650 △3.5 367 2.7 503 1.8 282 6.7

27年２月期第１四半期 67,024 △3.7 358 △23.7 494 △11.8 265 10.9
(注) 包括利益 28年２月期第１四半期 727百万円( 139.1％) 27年２月期第１四半期 304百万円(△70.6％)
　

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

28年２月期第１四半期 6.34 6.34

27年２月期第１四半期 5.94 5.94
　

　

（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 ％

28年２月期第１四半期 134,211 78,264 58.3

27年２月期 133,577 78,328 58.6
(参考) 自己資本 28年２月期第１四半期 78,248百万円 27年２月期 78,312百万円
　

　

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

27年２月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00

28年２月期 ―

28年２月期(予想) 13.00 ― 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28年２月期の連結業績予想（平成27年２月21日～平成28年２月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 135,000 △1.1 550 △31.3 800 △27.8 200 ― 4.48

通期 274,000 0.7 2,600 9.5 3,200 11.4 700 ― 15.68
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

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) 28年２月期１Ｑ 45,237,297株 27年２月期 45,237,297株

② 期末自己株式数 28年２月期１Ｑ 581,774株 27年２月期 579,488株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期１Ｑ 44,656,952株 27年２月期１Ｑ 44,670,406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、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等については、添付資料P.2「連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、政府の経済政策を背景に円安・株高基調が継続し、個人消費

や輸出が持ち直すなど緩やかな回復基調となりましたが、一方で円安による原材料価格の上昇やそれに伴う物価の

上昇等を受け、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、昨年の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動が一巡するなか、電力料金の

値上げ、消費者の節約志向や低価格志向、企業間の価格競争が増すなど、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『全従業員の役割明確化のもと、業務改革と行動改革の断行で、お客様第一主義

を徹底し、客数アップを達成しよう』を本年度スローガンに掲げ、業務を進めてまいりました。

そのほか、雇用情勢の変化のなか、店舗作業の見直しを重点的に行い効率化を図るとともに、店内組織の改編に

取り組み、朝夕のピークタイムへの人員配置増強をスタートさせました。

新規出店につきましては、４月にスーパーセンター業態の「田原本インター店」（奈良県磯城郡田原本町）、「テ

ラスゲート土岐店」（岐阜県土岐市）の２店舗を新設いたしました。また、第２四半期以降は、主力店舗の改装計

画を準備しております。

当第１四半期連結累計期間の営業状況については、売上高は前年を下回りましたが、経費削減等により利益は改

善となりました。

連結子会社については、外食の㈱オークフーズは、経費節減により経常利益、純損益ともに増益となりました。

また、グループ全体の経営効率化及び収益力向上を図るため、食品スーパーの㈱ヒラマツは、㈱オークワで営業

していた「プライスカット西浜店」を「ザ・ロウズ365西浜店」として、２月に改装オープンいたしました。

これらの結果、当第１四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646億50

百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益は３億67百万円（前年同期比2.7％増）、経常利益は５億３百万円（前年同

期比1.8％増）、四半期純利益は２億82百万円（前年同期比6.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産の部

当第１四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６億34百万円増加し、1,342億11百万円と

なりました。

増減の内訳としては、流動資産では２億49百万円の増加であり、これは主に現金及び預金が12億22百万円減少し

た一方、商品及び製品が７億83百万円、受取手形及び売掛金が３億77百万円、流動資産の「その他」に含まれる前

払費用が２億35百万円増加したことによるものであります。

固定資産では３億84百万円の増加であり、これは主に有形固定資産が89百万円、投資その他の資産が３億円増加

したことによるものであります。

② 負債の部

当第１四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６億97百万円増加し、559億47百万円とな

りました。

増減の内訳としては、流動負債では12億48百万円の増加であり、これは主に支払手形及び買掛金が21億４百万円

増加した一方、流動負債の「その他」に含まれる未払消費税等が８億93百万円減少したことによるものでありま

す。

固定負債では５億50百万円の減少であり、これは主に資産除去債務が97百万円、固定負債の「その他」に含まれ

るリース債務が59百万円増加した一方、長期借入金が７億27百万円減少したことによるものであります。

③ 純資産の部

当第１四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63百万円減少し、782億64百万円となり

ました。これは主にその他有価証券評価差額金が４億36百万円増加した一方、利益剰余金が５億５百万円減少した

ことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年２月期の業績予想につきましては、当第１四半期の業績を踏まえ検討した結果、平成27年４月６日に公

表いたしました業績予想からの変更はありません。
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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

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

（税金費用の計算）

当第１四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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期

間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の投資その他の資産のその他に含まれる退職給付に係る資産が322

百万円、利益剰余金が208百万円それぞれ減少しております。

また、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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27年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,405 6,183

受取手形及び売掛金 2,472 2,850

商品及び製品 8,981 9,764

その他 3,574 3,945

貸倒引当金 △6 △67

流動資産合計 22,427 22,677

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 46,333 48,182

土地 33,131 33,193

その他（純額） 9,387 7,566

有形固定資産合計 88,852 88,942

無形固定資産

その他 4,243 4,237

無形固定資産合計 4,243 4,237

投資その他の資産

その他 18,091 18,369

貸倒引当金 △37 △15

投資その他の資産合計 18,053 18,353

固定資産合計 111,150 111,534

資産合計 133,577 134,211

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,162 15,266

短期借入金 7,760 8,440

1年内返済予定の長期借入金 3,250 3,179

その他 15,848 14,383

流動負債合計 40,021 41,269

固定負債

長期借入金 4,839 4,112

退職給付に係る負債 112 116

資産除去債務 2,216 2,314

その他 8,058 8,134

固定負債合計 15,227 14,677

負債合計 55,249 55,947

決算短信 （宝印刷）  2015年06月25日 12時45分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社オークワ(8217) 平成28年２月期 第１四半期決算短信

－ 5 －

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月20日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,117 14,117

資本剰余金 15,023 15,023

利益剰余金 48,667 48,161

自己株式 △765 △767

株主資本合計 77,043 76,535

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,525 1,961

退職給付に係る調整累計額 △256 △247

その他の包括利益累計額合計 1,268 1,713

新株予約権 16 16

純資産合計 78,328 78,264

負債純資産合計 133,577 134,211
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

売上高 64,874 62,497

売上原価 48,466 46,864

売上総利益 16,407 15,632

営業収入

不動産賃貸収入 913 893

その他の営業収入 1,236 1,259

営業収入合計 2,149 2,153

営業総利益 18,557 17,785

販売費及び一般管理費 18,199 17,418

営業利益 358 367

営業外収益

持分法による投資利益 39 52

受取手数料 95 98

その他 96 56

営業外収益合計 232 207

営業外費用

支払利息 38 30

その他 56 40

営業外費用合計 95 71

経常利益 494 503

特別利益

固定資産売却益 53 1

賃貸借契約解約益 1 3

その他 6 -

特別利益合計 61 5

特別損失

固定資産除却損 12 5

減損損失 37 -

その他 1 3

特別損失合計 52 9

税金等調整前四半期純利益 504 499

法人税等 238 216

少数株主損益調整前四半期純利益 265 282

四半期純利益 265 282
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年２月21日
　至 平成26年５月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

少数株主損益調整前四半期純利益 265 282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39 436

退職給付に係る調整額 － 8

その他の包括利益合計 39 444

四半期包括利益 304 727

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 304 727
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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