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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11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）

営業総収入 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2月期第3四半期 18,985 △9.1 199 △79.1 245 △75.2 △259 ―
24年2月期第3四半期 20,890 0.2 953 29.8 992 23.2 △17 ―

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 △258百万円 （―％） 24年2月期第3四半期 △13百万円 （―％）

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2月期第3四半期 △34.32 ―
24年2月期第3四半期 △2.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 16,872 5,459 31.5
24年2月期 17,202 5,795 32.8
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  5,307百万円 24年2月期  5,646百万円

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2月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
25年2月期 ― 3.00 ―
25年2月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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   

営業総収入 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 23,500 △12.7 50 △93.5 100 △88.1 △400 ― △52.81



(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） 25年2月期3Q 7,707,095 株 24年2月期 7,707,095 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 132,125 株 24年2月期 132,083 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 7,574,982 株 24年2月期3Q 7,575,013 株
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当第３四半期連結累計期間（平成24年３月１日から平成24年11月30日まで）におけるわが国経済は、東

日本大震災に係る復興需要を背景に緩やかに回復の兆しが見られたものの、欧州の債務問題や長引く円高

による影響が懸念されるなど、景気は先行き不透明な状況で推移しております。 

このような環境の下、当社グループはクリーンネスやフレンドリーサービス等の商売の基本を徹底し、

気持ちよくお買い物をしていただける売り場作りを目指すとともに、内食需要へ対応したＰＢ惣菜「おう

ちスタイル」の商品展開を強化し、有職主婦やシニア層といった客層の拡大を目指してまいりました。し

かし、市場環境の変化に加え、生活防衛意識の高まりによる消費者の節約志向などにより、既存店の売上

高は前年同期に比べ厳しい状況で推移いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業総収入は前年同期比9.1％減の189億85百万円となり、営

業利益は前年同期比79.1％減の１億99百万円、経常利益は前年同期比75.2％減の２億45百万円となりまし

た。また、収益性の向上を図るために不採算店を閉鎖したことに係る損失４億36百万円を含む特別損失６

億22百万円を計上したことなどにより、四半期純損失は２億59百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は３億30

百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少等によるものであります。負債につきまして

は、５百万円の増加となりました。純資産につきましては、３億35百万円の減少となりました。これは主

に利益剰余金の減少によるものであります。 

  

平成25年２月期（平成24年３月１日から平成25年２月28日まで）の通期業績予想につきましては、平成

24年10月11日に発表しました「剰余金の配当ならびに通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお

知らせ」で公表した連結業績予想から変更はございません。 

 なお、実際の業績につきましては、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用して

おります。 

  

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

（２）追加情報
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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24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,903 1,104

加盟店貸勘定 1,017 1,067

商品 336 339

貯蔵品 6 7

未収入金 806 960

その他 796 906

貸倒引当金 △11 △3

流動資産合計 4,856 4,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,293 2,204

リース資産（純額） 905 1,411

その他（純額） 878 877

有形固定資産合計 4,077 4,493

無形固定資産   

ソフトウエア 756 559

その他 68 62

無形固定資産合計 824 621

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,948 6,902

その他 518 496

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 7,444 7,375

固定資産合計 12,346 12,490

資産合計 17,202 16,872
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,597 4,474

加盟店借勘定 32 66

リース債務 233 389

未払金 979 1,531

未払法人税等 263 16

預り金 2,478 1,982

賞与引当金 293 119

その他 47 27

流動負債合計 8,926 8,608

固定負債   

リース債務 740 1,128

役員退職慰労引当金 23 23

資産除去債務 933 886

その他 783 765

固定負債合計 2,481 2,804

負債合計 11,407 11,412

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,396 1,396

資本剰余金 1,645 1,645

利益剰余金 2,680 2,344

自己株式 △86 △86

株主資本合計 5,636 5,300

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10 7

その他の包括利益累計額合計 10 7

少数株主持分 149 152

純資産合計 5,795 5,459

負債純資産合計 17,202 16,872
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

営業収入   

加盟店からの収入 9,141 8,359

その他の営業収入 2,929 2,781

営業収入合計 12,070 11,140

売上高 8,819 7,844

営業総収入合計 20,890 18,985

売上原価 6,514 5,762

営業総利益 14,375 13,222

販売費及び一般管理費 13,422 13,023

営業利益 953 199

営業外収益   

受取利息 62 61

その他 8 9

営業外収益合計 70 70

営業外費用   

支払利息 16 20

寄付金 11 －

その他 2 3

営業外費用合計 30 24

経常利益 992 245

特別利益   

賃貸借契約解約損修正益 14 －

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 21 －

特別損失   

減損損失 201 177

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 688 －

店舗閉鎖損失 82 436

その他 7 9

特別損失合計 980 622

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

33 △377

法人税、住民税及び事業税 304 24

法人税等調整額 △254 △146

法人税等合計 49 △121

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △15 △255

少数株主利益 1 4

四半期純損失（△） △17 △259
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △15 △255

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2 △2

その他の包括利益合計 2 △2

四半期包括利益 △13 △258

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △15 △262

少数株主に係る四半期包括利益 1 4
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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
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