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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31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1四半期 6,265 △10.8 34 △89.6 51 △84.9 △74 ―
24年2月期第1四半期 7,024 13.4 331 320.9 339 233.7 △345 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 △76百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △345百万円 （―％）

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1四半期 △9.86 ―
24年2月期第1四半期 △45.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 19,112 5,664 28.9
24年2月期 17,202 5,795 32.8
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  5,515百万円 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 ―
25年2月期（予想） 6.00 ― 7.00 13.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 13,750 △4.0 780 △11.7 800 △11.8 210 ― 27.72
通期 26,950 0.2 800 4.2 850 1.1 220 ― 29.04



(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） 25年2月期1Q 7,574,970 株 24年2月期 7,707,095 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 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1Q 7,575,005 株 24年2月期1Q 7,575,013 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日から平成24年５月31日まで）におけるわが国経済は、東

日本大震災からの復興需要により緩やかな回復基調が見られたものの、欧州の債務問題や原油価格の高騰

および電力供給問題など、景気の先行きについては依然として不透明な状況で推移いたしました。 

このような環境の下、当社グループはクリ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つ

つ、商品展開の強化により客層の拡大を図ってまいりました。ＰＢ惣菜「おうちスタイル」を立上げたほ

か、時間帯割引を活用しながら継続的に品揃えの充実を図ることで、シニア層や内食需要への対応を強化

してまいりました。また、仕入原価の改善が奏功し、全店粗利益率は前年同期比0.2％増となりました

が、既存店の売上高については昨年の東日本大震災直後における生活用品のまとめ買いの影響等により、

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１四半期連結累計期間の営業総収入は前年同期比10.8％減の62億65百万円となり、営

業利益は前年同期比89.6％減の34百万円、経常利益は前年同期比84.9％減の51百万円となりました。ま

た、店舗固定資産を対象とした減損損失１億円を含む特別損失を１億53百万円計上したことなどにより、

四半期純損失は74百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の財政状態につきましては、前連結会計年度と比較して総資産は19億９百万

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、20億39百万円の増加となりました。これは主に買掛金、預り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、１億30百万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月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年４月４日

に発表した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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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 

当第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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,903 3,793 
加盟店貸勘定 1,017 989 
商品 336 339 
貯蔵品 6 6 
未収入金 806 816 
その他 796 815 
貸倒引当金 △11 △5 
流動資産合計 4,856 6,756 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,293 2,192 
リース資産（純額） 905 1,028 
その他（純額） 878 877 
有形固定資産合計 4,077 4,099 

無形固定資産   
ソフトウエア 756 679 
その他 68 68 
無形固定資産合計 824 747 

投資その他の資産   
敷金及び保証金 6,948 6,987 
その他 518 543 
貸倒引当金 △23 △22 
投資その他の資産合計 7,444 7,508 

固定資産合計 12,346 12,355 

資産合計 17,202 19,112 
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 4,597 5,057 
加盟店借勘定 32 40 
リース債務 233 266 
未払金 979 1,017 
未払法人税等 263 63 
預り金 2,478 3,936 
賞与引当金 293 418 
その他 47 64 
流動負債合計 8,926 10,864 

固定負債   
リース債務 740 838 
役員退職慰労引当金 23 23 
資産除去債務 933 937 
その他 783 782 
固定負債合計 2,481 2,583 

負債合計 11,407 13,447 

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 2,552 
自己株式 △86 △86 
株主資本合計 5,636 5,508 

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 149 149 
純資産合計 5,795 5,664 

負債純資産合計 17,202 19,112 
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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23年３月１日 
  至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
  至 平成24年５月31日) 

営業収入   
加盟店からの収入 3,008 2,749 
その他の営業収入 956 920 
営業収入 3,964 3,669 

売上高   
売上高 3,059 2,596 

営業総収入 7,024 6,265 

売上原価 2,276 1,905 
営業総利益 4,748 4,360 

販売費及び一般管理費 4,416 4,325 
営業利益 331 34 

営業外収益   
受取利息 22 21 
その他 2 3 
営業外収益 25 24 

営業外費用   
支払利息 5 6 
寄付金 11 － 
その他 1 1 
営業外費用 17 7 

経常利益 339 51 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 5 － 
特別利益 5 － 

特別損失   
減損損失 172 100 
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 43 52 
その他 2 0 
特別損失 906 153 

税金等調整前四半期純損失（△） △561 △102 

法人税、住民税及び事業税 205 51 
法人税等調整額 △421 △80 
法人税等 △215 △28 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △345 △73 

少数株主利益 0 1 
四半期純損失（△） △345 △74 
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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23年３月１日 
  至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
  至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △345 △73 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 0 △2 
その他の包括利益 0 △2 

四半期包括利益 △345 △76 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 △345 △77 
少数株主に係る四半期包括利益 0 1 
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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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