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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無 ： 無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第3四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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 ％

24年 2月期第3四半期 20,890 0.2 953 29.8 992 23.2 △17 ― 
23年 2月期第3四半期 20,841 2.2 734 52.7 805 51.6 451 513.0

 

 
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

24年 2月期第3四半期 △2.37 ― 
23年 2月期第3四半期 59.59 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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

24年 2月期第3四半期 18,165 5,974 32.1 769.12
23年 2月期 16,554 6,087 35.9 784.13

(参考)自己資本 24年2月期第3四半期 5,826百万円 23年2月期 5,939百万円 

 
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

23年 2月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年 2月期 ― 6.00 ―  

24年 2月期(予想)  7.00 13.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 26,500 △1.8 1,000 76.5 1,050 56.8 △50 ― △6.60

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更 ： 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期3Ｑ 7,707,095株 23年2月期 7,707,095株

② 期末自己株式数 24年2月期3Ｑ 132,082株 23年2月期 132,082株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期3Ｑ 7,575,013株 23年2月期3Ｑ 7,575,064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」をご覧下さい。 
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当第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）におけるわが国経済は、東

日本大震災で被災したサプライチェーンの復旧は順調に進みましたが、原発事故の収束に遅れが出てお

り、加えて米国経済の低迷や欧州の債務危機を背景とした世界経済の減速と長引く円高の影響等により、

個人消費を含めた景気の先行きは依然として不透明な状況となりました。 

このような環境の下、当社グループは来店客数の持続的向上を目指し、クリーンネス・フレンドリーサ

ービスなど商売の基本の徹底を図ると共に、中食需要の増加に伴うカウンターで販売するファストフード

や惣菜、軽食の品揃えの強化や、インターネット決済に対応した新たなプリペイドカードの販売等に取り

組んでまいりました。また、被災地の復興支援として、「つなごう まごころ ゴエン」と題した支援金

付商品を販売したほか、東北の食材を使用した商品や名産品、復興支援ギフトの販売等様々な支援企画を

継続して展開してまいりました。 

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0.2％増の208億90百万円、営業利益

は同29.8％増の９億53百万円、経常利益は同23.2％増の９億92百万円となりました。また、資産除去債務

に関する会計基準の適用に伴う影響額６億88百万円を含め特別損失９億80百万円を計上したことなどによ

り、四半期純損失は17百万円となりました。  

  

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16億10

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、17億23百万円の増加となりました。これは主に買掛金、資産除去債務の増加等に

よるものであります。 

  純資産につきましては、１億13百万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。 

  

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33百万円となり、仕入債務及び未

払金の増加等の要因により、27億58百万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、主として有形固定資産、保証金・敷金の取得による支出等によ

り、４億43百万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、６億39百万円の支

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

末と比べ16億75百万円増加し、24億35百万円となりました。 

  

平成24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23年10月

13日に発表した業績予想から変更はありません  

  

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

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それ

ぞれ30百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は７億57百万円減少しております。また、当会計基準等

の適用開始による資産除去債務の変動額は９億10百万円であります。 

  

②連結財務諸表に関する会計基準の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第

５号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表

示しております。 

  

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23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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,738 1,062

加盟店貸勘定 1,041 1,029

商品 368 378

貯蔵品 7 6

未収入金 811 753

その他 696 1,017

貸倒引当金 △9 △16

流動資産合計 5,653 4,232

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,308 2,359

リース資産（純額） 883 761

その他（純額） 878 880

有形固定資産合計 4,070 4,001

無形固定資産

のれん 9 15

ソフトウエア 855 1,049

その他 60 60

無形固定資産合計 925 1,126

投資その他の資産

敷金及び保証金 6,930 6,929

その他 607 287

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 7,516 7,194

固定資産合計 12,511 12,322

資産合計 18,165 16,554
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,223 4,613

加盟店借勘定 17 20

短期借入金 － 199

1年内返済予定の長期借入金 － 210

リース債務 219 162

未払金 1,410 1,056

未払法人税等 274 111

預り金 2,416 2,308

賞与引当金 146 316

その他 20 44

流動負債合計 9,728 9,044

固定負債

リース債務 729 611

役員退職慰労引当金 23 23

資産除去債務 926 －

長期預り保証金 777 778

その他 4 8

固定負債合計 2,461 1,422

負債合計 12,190 10,466

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 2,864 2,980

自己株式 △86 △86

株主資本合計 5,819 5,936

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6 3

評価・換算差額等合計 6 3

少数株主持分 148 148

純資産合計 5,974 6,087

負債純資産合計 18,165 16,554
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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22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第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)

営業収入

加盟店からの収入 8,990 9,141

その他の営業収入 2,183 2,929

営業収入合計 11,173 12,070

売上高

売上高 9,667 8,819

営業総収入合計 20,841 20,890

売上原価 7,089 6,514

営業総利益 13,751 14,375

販売費及び一般管理費 13,016 13,422

営業利益 734 953

営業外収益

受取利息 61 62

受取配当金 0 0

解約精算金 29 5

その他 3 2

営業外収益合計 95 70

営業外費用

支払利息 21 16

減価償却費 3 2

寄付金 － 11

その他 0 0

営業外費用合計 24 30

経常利益 805 992

特別利益

受取補償金 204 －

賃貸借契約解約損修正益 120 14

貸倒引当金戻入額 － 7

その他 9 －

特別利益合計 334 21

特別損失

固定資産除却損 111 45

リース解約損 0 0

賃貸借契約解約損 58 36

減損損失 175 201

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 688

その他 7 7

特別損失合計 355 980

税金等調整前四半期純利益 785 33

法人税、住民税及び事業税 84 304

法人税等調整額 246 △254

法人税等合計 330 49

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △15

少数株主利益 2 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 451 △17
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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22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第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)

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 785 33

減価償却費 730 775

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 688

減損損失 175 201

差入保証金償却額 3 4

のれん償却額 5 5

固定資産除却損 111 45

リース解約損 0 0

賃貸借契約解約損修正益 △120 △14

賃貸借契約解約損 58 36

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） △19 △7

受取利息及び受取配当金 △62 △62

支払利息 21 16

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） △2 △12

未収入金の増減額（△は増加） △324 △54

たな卸資産の増減額（△は増加） △67 9

前払費用の増減額（△は増加） △17 5

その他の流動資産の増減額（△は増加） △90 247

仕入債務の増減額（△は減少） 392 610

未払金の増減額（△は減少） 453 422

預り金の増減額（△は減少） △558 120

未払消費税等の増減額（△は減少） 113 0

その他の流動負債の増減額（△は減少） △62 △196

その他 △9 7

小計 1,308 2,885

利息及び配当金の受取額 62 62

利息の支払額 △21 △16

補償金の受取額 204 －

法人税等の支払額 △19 △172

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,534 2,758

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 △302 △302

定期預金の払戻による収入 301 302

有形固定資産の取得による支出 △131 △235

敷金及び保証金の差入による支出 △243 △296

敷金及び保証金の回収による収入 378 283

無形固定資産の取得による支出 △162 △94

その他 △184 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △344 △443
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(単位：百万円)

前第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)

当第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)

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 △199

長期借入金の返済による支出 △391 △210

リース債務の返済による支出 △91 △139

配当金の支払額 △80 △88

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,685 △639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △495 1,675

現金及び現金同等物の期首残高 1,617 760

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,121 2,435
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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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