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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第3四半期 20,841 2.2 734 52.7 805 51.6 451 513.0
22年2月期第3四半期 20,384 ― 481 ― 531 ― 73 ―

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

23年2月期第3四半期 59.59 ―

22年2月期第3四半期 9.71 ―

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

23年2月期第3四半期 17,235 6,204 35.1 799.57
22年2月期 18,003 5,843 31.7 752.20

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  6,056百万円 22年2月期  5,698百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年2月期 ― 6.00 ―

23年2月期 
（予想）

6.00 12.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 27,500 3.9 520 105.4 650 82.6 300 ― 39.60



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、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き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注意事項等については、【添付資料】P.３「連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q  7,707,095株 22年2月期  7,707,095株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  132,061株 22年2月期  131,962株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q  7,575,064株 22年2月期3Q  7,580,292株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）におけるわが国経済は、

新興国向けの輸出増や政府の国内景気対策により、企業収益や個人消費に緩やかな改善の動きが見られ

るものの、雇用情勢や所得環境は依然として厳しく、円高と株安の進行などにより、引き続き景気の減

速懸念が残る状況で推移いたしました。 

コンビニエンスストア業界におきましては、依然として消費者の生活防衛意識が高く、当業界を取り

巻く状況は厳しく推移しております。 

このような環境の下、当社グループは来店頻度の向上による客数の増加と売上の向上を目指し、商売

の基本である接客サービスを徹底すると共に、ポイント戦略と販促施策の充実を図りました。また、創

業30周年企画として人気パティシエと憧れのマドンナ達が共同監修した「スーパーコラボスイーツ」の

発売や、チルド弁当・パスタなどプライベートブランドの商品開発、販促および店舗運営の連携強化に

よる販売力の向上を図るなど、各種の加盟店支援策にも継続的に取組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業総収入は前年同期比2.2％増の208億41百万円、直営店

のＦＣ化促進効果等により営業利益は前年同期比52.7％増の7億34百万円、経常利益は前年同期比

51.6％増の8億5百万円、四半期純利益は前年同期比513.0％増の4億51百万円となりました。 

  

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べて総資産は７億67

百万円減少し172億35百万円となりました。これは主に未収入金の増加、現金及び預金、固定資産の減

少等によるものであります。 

  負債につきましては、11億27百万円減少し110億31百万円となりました。これは主に買掛金、未払金

の増加、収納代行預り金及び借入金の減少等によるものであります。 

  純資産につきましては、３億60百万円増加し62億４百万円となりました。これは主に利益剰余金の増

加等によるものであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が７億85百万円となり、仕入債務

の増加等の要因により、15億34百万円の収入となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産、敷金・保証金、ソフトウェアの取得等によ

り、３億44百万円の支出となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の返済等により、16億85百万円の

支出となりました。 

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年

度と比べ４億95百万円減少し、11億21百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

①資産、負債及び純資産の状況

②連結キャッシュ・フローの状況
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平成23年２月期の通期業績予想につきましては、概ね計画通り推移しており、現時点では平成22年９

月16日に発表した業績予想から変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,423 1,918

加盟店貸勘定 1,246 1,243

商品 446 378

貯蔵品 6 6

未収入金 787 444

その他 948 1,076

貸倒引当金 △16 △14

流動資産合計 4,842 5,053

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,363 2,674

リース資産（純額） 673 539

その他（純額） 880 882

有形固定資産合計 3,917 4,096

無形固定資産

のれん 17 23

ソフトウエア 1,137 1,336

その他 60 60

無形固定資産合計 1,215 1,420

投資その他の資産

敷金及び保証金 6,953 7,118

その他 329 357

貸倒引当金 △22 △43

投資その他の資産合計 7,260 7,431

固定資産合計 12,393 12,949

資産合計 17,235 18,003
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,094 4,701

加盟店借勘定 10 17

短期借入金 － 1,120

1年内返済予定の長期借入金 340 521

リース債務 143 104

未払金 1,425 985

未払法人税等 97 40

預り金 2,405 2,975

賞与引当金 128 182

その他 21 23

流動負債合計 9,667 10,673

固定負債

長期借入金 － 210

リース債務 551 469

役員退職慰労引当金 23 26

長期預り保証金 778 773

その他 10 6

固定負債合計 1,364 1,485

負債合計 11,031 12,159

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 3,094 2,734

自己株式 △86 △86

株主資本合計 6,050 5,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6 8

評価・換算差額等合計 6 8

少数株主持分 147 145

純資産合計 6,204 5,843

負債純資産合計 17,235 18,003
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(2) 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21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

営業収入

加盟店からの収入 9,068 8,990

その他の営業収入 514 2,183

営業収入合計 9,582 11,173

売上高

売上高 10,801 9,667

営業総収入合計 20,384 20,841

売上原価 8,028 7,089

営業総利益 12,356 13,751

販売費及び一般管理費 11,875 13,016

営業利益 481 734

営業外収益

受取利息 34 61

受取配当金 0 0

解約精算金 14 29

協賛金収入 15 －

その他 3 3

営業外収益合計 68 95

営業外費用

支払利息 14 21

減価償却費 2 3

その他 1 0

営業外費用合計 18 24

経常利益 531 805

特別利益

固定資産売却益 0 －

受取補償金 － 204

賃貸借契約解約損修正益 － 120

その他 － 9

特別利益合計 0 334

特別損失

固定資産除却損 130 111

リース解約損 19 0

賃貸借契約解約損 84 58

減損損失 111 175

その他 1 7

特別損失合計 347 355

税金等調整前四半期純利益 184 785

法人税、住民税及び事業税 25 84

法人税等調整額 81 246

法人税等合計 107 330

少数株主利益 3 2

四半期純利益 73 451
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 184 785

減価償却費 746 730

減損損失 111 175

長期前払費用償却額 3 3

のれん償却額 5 5

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 130 111

リース解約損 19 0

賃貸借契約解約損修正益 － △120

賃貸借契約解約損 84 58

受取補償金 － △204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 △19

受取利息及び受取配当金 △35 △62

支払利息 14 21

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 435 △2

未収入金の増減額（△は増加） △15 △324

たな卸資産の増減額（△は増加） △12 △67

前払費用の増減額（△は増加） △26 △17

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26 △90

仕入債務の増減額（△は減少） 172 392

未払金の増減額（△は減少） 3 453

預り金の増減額（△は減少） 33 △558

未払消費税等の増減額（△は減少） － 113

その他の流動負債の増減額（△は減少） △226 △62

その他 － △9

小計 1,632 1,308

利息及び配当金の受取額 35 62

利息の支払額 △14 △21

補償金の受取額 － 204

法人税等の支払額 △53 △19

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,600 1,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △301 △302

定期預金の払戻による収入 300 301

有形固定資産の取得による支出 △313 △131

有形固定資産の売却による収入 41 －

敷金及び保証金の差入による支出 △310 △243

敷金及び保証金の回収による収入 318 378

無形固定資産の取得による支出 △215 △162

その他 △180 △184

投資活動によるキャッシュ・フロー △660 △344
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,120

長期借入金の返済による支出 △391 △391

リース債務の返済による支出 － △91

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △117 △80

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △534 △1,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 405 △495

現金及び現金同等物の期首残高 1,047 1,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,453 1,121
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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