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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25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 ％

26年2月期第3四半期 17,464 △8.0 273 37.2 313 27.6 △80 ―
25年2月期第3四半期 18,985 △9.1 199 △79.1 245 △75.2 △259 ―

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 △75百万円 （―％） 25年2月期第3四半期 △258百万円 （―％）

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

26年2月期第3四半期 △10.63 ―
25年2月期第3四半期 △34.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第3四半期 16,364 5,089 30.2
25年2月期 16,099 5,212 31.4
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  4,934百万円 25年2月期  5,060百万円

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2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年2月期 ― 3.00 ―
26年2月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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 24,100 △1.2 350 558.4 400 243.8 50 ― 6.60



(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当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） 26年2月期3Q 7,707,095 株 25年2月期 7,707,095 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 132,175 株 25年2月期 132,135 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 7,574,931 株 25年2月期3Q 7,574,982 株
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当第３四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年11月30日まで）におけるわが国経済は、

金融政策や経済政策への期待感から円安・株高が進むなど、景気回復への兆しが見られました。しかし

ながら、小売業界においては、低価格志向や生活防衛意識は依然として高く、経営環境は引き続き厳し

い状況で推移しました。 

このような環境の下、当社グループは経営ビジョン「スリーエフらしさの創出」の下、出店エリア、

個店商圏に合わせた商品供給と売場作りを強化するとともに、オリジナル商品のブランドをＦ ＳＴＹ

ＬＥ（エフスタイル）に統一し、お弁当、惣菜、パン、ドリンク等の食料品から雑貨類まで、付加価値

の高いオリジナル商品の展開を拡大し、売上向上に努めてまいりましたが、大型の台風の接近による降

水量の増加や、たばこの販売額の低迷、首都圏の競合出店数の増加などの影響によって客数等がマイナ

スとなりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業総収入は不採算店の閉鎖による総店舗数減少や平均日

販の減少等の影響により、前年同期比8.0％減の174億64百万円となりましたが、経営体質強化を目的と

した事業コスト構造改革による経費削減や粗利益率の改善を継続的に実施したことにより、営業利益は

前年同期比37.2％増の２億73百万円、経常利益は前年同期比27.6％増の３億13百万円となりました。ま

た、不採算店舗の閉鎖に係わる損失等を含め特別損失を４億59百万円計上したことなどにより、四半期

純損失は80百万円となりました。 

  

  

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２億

64百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加等によるものであります。 

負債につきましては、３億87百万円の増加となりました。これは主に未払金の増加等によるものであ

ります。 

純資産につきましては、１億22百万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26年２月期（平成25年３月１日～平成26年２月28日）の通期連結業績予想につきましては、平成

25年４月11日に発表した業績予想から変更はありません。 

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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２．四半期連結財務諸表 
（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25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871 1,923

加盟店貸勘定 1,047 1,216

商品 305 287

貯蔵品 8 7

未収入金 1,057 762

その他 746 655

貸倒引当金 △4 △1

流動資産合計 4,031 4,851

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,181 1,972

リース資産（純額） 1,370 1,391

その他（純額） 884 883

有形固定資産合計 4,436 4,246

無形固定資産   

ソフトウエア 492 403

その他 60 60

無形固定資産合計 553 464

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,606 6,239

その他 491 573

貸倒引当金 △20 △10

投資その他の資産合計 7,078 6,801

固定資産合計 12,067 11,513

資産合計 16,099 16,364
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,043 4,162

加盟店借勘定 17 41

リース債務 399 479

未払金 933 1,237

未払法人税等 33 27

預り金 2,428 2,482

賞与引当金 232 120

その他 41 26

流動負債合計 8,129 8,579

固定負債   

リース債務 1,082 1,124

役員退職慰労引当金 23 18

資産除去債務 892 857

その他 759 694

固定負債合計 2,757 2,695

負債合計 10,887 11,274

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 2,095 1,969

自己株式 △86 △86

株主資本合計 5,051 4,925

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 9

その他の包括利益累計額合計 8 9

少数株主持分 152 155

純資産合計 5,212 5,089

負債純資産合計 16,099 16,364
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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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

営業収入   

加盟店からの収入 8,359 7,621

その他の営業収入 2,781 2,603

営業収入合計 11,140 10,224

売上高 7,844 7,240

営業総収入合計 18,985 17,464

売上原価 5,762 5,253

営業総利益 13,222 12,211

販売費及び一般管理費 13,023 11,937

営業利益 199 273

営業外収益   

受取利息 61 59

還付加算金 － 9

その他 9 15

営業外収益合計 70 85

営業外費用   

支払利息 20 25

減価償却費 2 12

その他 0 7

営業外費用合計 24 45

経常利益 245 313

特別利益   

受取補償金 － 25

特別利益合計 － 25

特別損失   

減損損失 177 218

店舗閉鎖損失 436 233

その他 9 7

特別損失合計 622 459

税金等調整前四半期純損失（△） △377 △120

法人税、住民税及び事業税 24 0

法人税等調整額 △146 △45

法人税等合計 △121 △44

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △255 △76

少数株主利益 4 4

四半期純損失（△） △259 △80
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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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △255 △76

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 0

その他の包括利益合計 △2 0

四半期包括利益 △258 △75

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △262 △80

少数株主に係る四半期包括利益 4 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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