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（百万円未満切捨て） 
１．2008 年２月期の連結業績（2007 年３月１日～2008 年２月 29 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前期増減率） 
 営業収入 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

2008 年２月期 
2007 年２月期 

126,670   3.8 
122,044  8.3 

 7,835  11.2 
 7,046 △ 5.1 

8,732  13.4 
  7,697 △ 2.9 

3,040 12.4 
2,706 13.2 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

営業収入 

経常利益率 

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

2008 年２月期 
2007 年２月期 

105  15 
 93  39 

－  － 
－  － 

6.0 
5.3 

9.0 
8.0 

6.9 
6.3 

(参考) 持分法投資損益 2008 年２月期 －百万円  2007 年２月期 －百万円 
 
(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
2008 年２月期 
2007 年２月期 

96,911 
96,505 

52,229 
51,941 

52.7 
52.7 

1,765 94 
1,759 84 

(参考) 自己資本 2008 年２月期 51,069 百万円  2007 年２月期 50,894 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

2008 年２月期 
2007 年２月期 

13,536 
9,841 

△ 8,414 
△10,074 

△1,948 
△1,640 

11,932 
 8,733 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2007 年２月期 19 50 19 50 39 00 1,129 41.7 2.2 

2008 年２月期 20 00 20 00 40 00 1,156 38.0 2.3 

2009 年２月期（予想） 20 50 20 50 41 00 － 32.9 － 

 
３．2009 年２月期の連結業績予想（2008 年３月１日～2009 年２月 28 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

営業収入 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

中間期 63,000 △4.9  4,300 △9.0 4,700 △9.8  1,700 △17.4 58  78 

通 期 124,000 △2.1   8,300   5.9 9,100   4.2   3,600   18.4 124  49 
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４．その他 
(1) 期中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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更   無 
② ①以外の変更  無 
(注)詳細は、21 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 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)   

2008 年２月期  29,372,774 株  2007 年２月期 29,372,774 株 
② 期末自己株式数           

2008 年２月期     453,694 株  2007 年２月期   452,576 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40 ページ「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.2008 年２月期の個別業績(2007 年３月１日～2008 年２月 29 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 

 営業総収入［加盟店を含む売上高］ 営業利益 経常利益 

 百万円  ％ 百万円      ％ 百万円      ％

2008 年２月期 61,038 [282,240] 5.4 [ 5.2] 7,552   3.4 8,345   5.3

2007 年２月期 57,886 [268,189] 2.4 [ 3.1] 7,305 △2.4 7,925 △1.2
 

 
当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 百万円      ％ 円  銭 円  銭 

2008 年２月期 3,402 △2.5 117  67 －  － 

2007 年２月期 3,490  18.4 120  47 －  － 
 
(2)個別財政状態 

 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 

2008 年２月期 85,161 53,703 63.1 1,857   02 

2007 年２月期 84,155 53,010 63.0 1,833   00 

(参考)自己資本 2008 年２月期 53,703 百万円  2007 年２月期 53,010 百万円 
 
２．2009 年２月期の個別業績予想（2008 年３月１日～2009 年２月 28 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 営業総収入 

［加盟店を含む売上高］ 
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

中 間 期 
32,000    0.6 

[153,000] [5.2] 
4,400 △7.6 4,800 △8.7 2,000 △15.9 69   16 

通    期 
62,000    1.6 

[301,000] [6.6] 
7,600  0.6 8,350  0.0 3,500   2.9 121   03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 

  上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。 

 実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページをご覧ください。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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１．経営成績 

  ＜連結業績の推移＞ 

 
2008年２月期 

（当連結会計年度）
2007年２月期 2006年２月期 

営 業 収 入 （百万円） 126,670 122,044 112,717 

営 業 利 益 （百万円） 7,835 7,046 7,423 

経 常 利 益 （百万円） 8,732 7,697 7,930 

当 期 純 利 益 （百万円） 3,040 2,706 2,389 

  

  ＜当社及び主要子会社の実績＞ 

 ミニストップ㈱ エムエス九州㈱ 韓国ミニストップ㈱ 

営 業 収 入 （百万円） 61,038 3,320 51,748 

営 業 利 益 （百万円） 7,552 49 962 

経 常 利 益 （百万円） 8,345 59 1,136 

当 期 純 利 益 （百万円） 3,402 △283 727 

 

 (1)経営成績に関する分析 

当連結会計年度における経営環境は、業種業態を超えた競争が一層激化していることに加え、原油・小麦などの資源高騰

やサブプライム住宅ローン問題に端を発する米国経済の減速懸念、消費期限偽装問題に端を発した“食の安全”への不信感

など、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループは、“お客さま一人ひとりの毎日の暮らしに健康、安心、便利をお届けし、加盟店の成

長と繁栄をコンボストアで実現する”というミッションに基づき、ミニストップブランドの価値向上に取り組んでまいりま

した。 

この結果、当連結会計年度における営業収入は 1,266 億 70 百万円（前年同期比 103.8％）、営業利益は 78 億 35 百万円（同

111.2％）、経常利益は 87 億 32 百万円（同 113.4％）となり、当期純利益は 30 億 40 百万円（同 112.4％）となりました。 

   

当連結会計年度における各事業ごとの活動状況は次のとおりであります。 

（国内コンビニエンスストア事業） 

国内コンビニエンスストア事業につきましては、“お客さまにとってより存在感のあるお店”を実現するために、“店舗の

活性化”、“オリジナル商品による差別化”、“ストアアドバイザー（SA）活動の改革”を機軸として課題解決に取り組んでま

いりました。 

店舗開発面においては、“店舗の活性化”という基本方針に基づき、三大都市圏へのドミナント出店やリロケーションによ

る積極的な店舗移動を行い、売上高の向上に努めてまいりました。また、新しい立地への展開として高速道路内パーキング

への出店を加速するなど、お客さまのニーズに対応した新たな展開に取り組んでまいりました。 

これらの結果、新規出店数は 165 店舗（「ニューコンボ」他６店舗を含む）となりました。一方で不採算店 126 店舗を閉店

した結果、当連結会計年度末における直轄エリアでの店舗数は 1,728 店舗（「ニューコンボ」他 15 店舗を含む）となり、前

連結会計年度末に対して 39 店舗の増加となりました。 

商品開発面においては、店内加工ファストフード部門の店内加工サンドイッチ（主食）メニューの強化を図るため「ホッ

トドッグ」のリニューアルや、広がりを見せる朝食マーケットの需要を狙った「ベーグルサンド」を新たに投入いたしまし

たが、期待通りの結果を出す事ができませんでした。また、7 月の記録的な冷夏と冬季の気温低下により、ソフトクリーム

を中心とするコールドデザート全体の売上は大きな影響を受けました。その中にあって「プリンパフェ」、フレッシュなフル

ーツをふんだんに使った「アップルマンゴーパフェ」や「白桃ピーチパフェ」等のパフェ類の販売は好調に推移いたしまし

た。また、「ハッシュドポテト」に代わり新規に投入した「スパイシーポテト」のヒット等により、スナック類の販売が好調

に推移いたしました。 

コンビニエンスストア部門では、今年度の会社方針である“ミニストップならではと評価されるオリジナル商品を開発す
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る”を実現するために、基本方針を“米飯や菓子パンなど基本カテゴリーの品質向上”、“売場の革新”と定め、商品と売場

改善に取り組んでまいりました。また、商品開発力の強化とマーチャンダイジングの改革を推進するために、マーケティン

グ部門を商品本部内に統合いたしました。 

販売促進活動では、オリジナル景品と交換ができる「ハローキティグラスボウル・プレゼントキャンペーン」や「サンド

イッチ（菓子パン）＋飲料 30 円引きクロスキャンペーン」、「アジア 3000 店スマイルフェア」等の施策によって来店客数を

大きく伸ばすことができました。 

また、Suica や WAON などの電子マネーを導入し、お客さまの決済手段の多様化を図るとともに、顧客の囲い込みと固定客

化に取り組んでまいりました。 

これらの結果、１店１日当り売上高では米飯・惣菜・調理パン部門計で前年同期比 102.4％、パン・デザート部門計で前

年同期比 104.6％と好調に推移することができました。 

ファストフード商品部門を含むオリジナル商品構成比は前年同期比 0.5 ポイント増の 34.7％に拡大しております。 

店舗運営面においては、加盟店の品揃えと接客サービス力の向上を目指し、SA 活動の重点を加盟店従業員の教育におきま

した。当社独自の加盟店従業員教育システム＝イエローテイル・プログラム（YP）において Sスタッフ（時間帯責任者クラ

ス）育成講座の当期受講者人数は延べ 5,000 名を超え、本部認定資格であるストアリーダー（店長代行者クラス）検定の当

期合格者数は 300 名を突破するなど、教育の浸透が図られました。 

また、今期よりスタートさせた全社員参加型の横断的な業務改革＝SA 業務改革では、上期 19 件、下期 41 件の業務改革に

着手しております。 

システム面においては、2007 年 12 月 10 日よりイオングループの電子マネーWAON のサービスを開始（一部エリア除く）い

たしました。ソフトクリームなど特定商品にボーナスポイントを付与した販売促進策として WAON を積極的に活用しておりま

す。来期へ向けて引き続き、各種電子マネーの拡大とともに、消費者ニーズの多様化に対応してまいります。 

品質管理面においては、お客さまへ安全な商品をお届けするために次のような取り組みを実施しております。 

店舗の衛生管理では、第三者の外部調査機関による店舗衛生調査を年２回、ソフトクリーム細菌検査は年６回実施し、当

社基準に満たない店舗については改善をおこない、全店合格となっております。 

お取引先の衛生管理では、弁当、おにぎり、調理パン、惣菜、調理麺等のお取引先に対して、第三者の外部調査機関によ

る工場衛生調査を年２回実施し、当社基準に満たないお取引先については改善をおこない、全お取引先が合格となっており

ます。その他輸入食材の安全性確認についても、当社基準による厳格な検査を実施しております。 

これらの結果、既存店の１店１日当たりの売上高は 465 千円（前年同期比 100.8％）となり、１店１日当たりの客数は 849

人（同 101.0％）、客単価は 548 円（同 99.8％）となりました。加盟店を含む全店売上高は 2,822 億 40 百万円（同 105.2％）

となりました。 

連結子会社であるエムエス九州株式会社は、既存店１店１日当たりの売上高は前年同期比 100.5％、店舗数は新規出店が

18 店舗、閉店が３店舗となり、当連結会計年度末で 118 店舗となりました。加盟店を含む全店売上高が 172 億 46 百万円（前

年同期比 116.4％）、営業利益は 49 百万円（前年は 77 百万円の営業損失）となりました。 

国内総店舗数は、エリアフランチャイジーであるエヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク株式会社の 49 店舗を含め、1,895

店舗となりました。 

 

（海外コンビニエンスストア事業） 

連結子会社である韓国ミニストップ株式会社は、既存店１店１日当たり売上高は前年同期比 100.5％、店舗数は新規出店

が 121 店舗、閉店 68 店舗となり、同社の期末店舗数は 1,012 店舗（2008 年２月末は 993 店舗）となりました。その結果、

加盟店を含む全店売上高は前年同期比 105.5％、商品供給高を含む売上高は前年同期比 105.9％となり、営業利益は９億 62

百万円（前年同期比 174.6％）となりました。 

海外エリアフランチャイジーであるフィリピンのロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インクの期末店舗数は 188

店舗となりました。 

国内および海外のエリアフランチャイジーを含めたミニストップ店は、2008 年２月末で 3,082 店舗となりました。 
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（その他の事業） 

ネットワークサービス株式会社は、定温センター13 ヶ所、常温センター５ヶ所を運営し、加盟店および直営店向けの共同

配送事業を営んでおります。 

エムエムエイチ イーシーサービス株式会社は、当社の加盟店および直営店において使用する包装用資材等の販売を行っ

ております。 

 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、コンビニエンスストア業界を取り巻く競争環境はますます激しくなるとともに、お客さま

のニーズもますます多様化し、今後も厳しい経営環境が続くものと思われます。 

このような環境の中で、当社は、2008 年度“新たな成長軌道”の確立に向け、“コンボストアの革新”・“子会社の自立”・

“海外事業の拡大”を重点課題と定め、グループ成長基盤の強化に取り組んでまいります。 

コンビニエンスストア事業では、ミニストップブランドが持つ「食」に対する優位性をより一層深耕した、新しいコンボ

ストア＝ニューコンボストアの実現に向けた取り組みを進めてまいります。 

店舗開発面においては、三大都市圏を最重点地域と定め、重点地域の店舗シェアの早期拡大に努めるとともに、既存店舗

については「リロケーション」や「リプレース」を積極的に進めてまいります。 

商品開発面においては、店内加工ファストフードのコールドデザート“パフェ”を育成すべく TVCM を投入し訴求すると

ともに、各商品カテゴリーにおけるオリジナル商品の強化により、ミニストップブランドの確立を図ってまいります。 

また、電子マネーWAON による積極的な販促を継続的に実施し、顧客の囲い込みと固定化に取り組んでまいります。 

店舗運営面においては、YP の推進により加盟店従業員の戦力化を図り、品揃えの充実と接客レベル向上を目指すとともに、

SA 業務改革を継続し、お客さまに対するサービス改善を図ってまいります。 

システム面においては、加盟店の売上向上のため、ネットワークインフラを刷新し、サービスの多様化、店舗業務の効率

化、地域や立地に合わせた品揃えの提案等、高度な機能を搭載した第５次店舗システムの導入を図ってまいります。同時に

本部情報系システムを刷新してまいります。 

グループ事業においては、子会社である韓国ミニストップ株式会社は、更なる成長と自己資本の充実に努めてまいります。

エムエス九州株式会社は、当期純利益の黒字化を実現するよう営業力を強化してまいります。また、更なる成長に向けて、

新たな海外企業との提携に努めてまいります。 

2008 年度は、三大都市圏を中心とした積極的な出店を継続的に実施することに加え、WAON の販売促進および TVCM を積極

的に展開してまいります。また、将来の競争に備えるため新たな第５次店舗システムの導入を開始するなど、今まで以上の

設備投資を実施してまいります。 

以上により、2008 年度は直営店の減少および韓国のウォン安を見込んだ結果、連結営業収入は 1,240 億円（前年同期比

97.9％）、連結経常利益は 91 億円（同 104.2％）、連結当期純利益は 36 億円（同 118.4％）を見込んでおります。 
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 (2)財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当期末の資産につきましては、前期末に比べ４億６百万円増加し、969 億 11 百万円となりました。 

流動資産では、短期貸付金が 49 億 79 百万円減少しましたが、現金及び預金で 26 億 29 百万円の増加、有価証券で 22

億 29 百万円増加したことが主な要因であります。 

固定資産では、当期も出店を拡大させ、有形固定資産で 12 億 69 百万円増加、差入保証金で 10 億 57 百万円増加した

ことが主な要因であります。 

負債につきましては、前期末に比べ１億 18 百万円増加し、446 億 81 百万円となりました。買掛金が 21 億 51 百万円

増加しましたが、短期借入金で 14 億 22 百万円減少、繰延税金負債で８億 81 百万円減少、預り保証金で７億 14 百万円

減少したことが主な要因であります。 

純資産につきましては、前期末より２億 88 百万円増加し、522 億 29 百万円となりました。利益剰余金が 18 億 98 百

万円増加しましたが、有価証券評価差額が 15 億 65 百万円減少したことが主な要因であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益61億88百万円、減価償却費42億58百万円、

減損損失16億15百万円、仕入債務の増加23億52百万円などにより135億36百万円（前年同期比36億95百万円増加）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、有形固定資産取得による支出75億95百万円、差入保証金の差入による支出

49億６百万円と優先出資証券参加権の償還による収入20億円などにより84億14百万円（前年同期比16億60百万円減少）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、子会社の短期借入金の純減額８億２百万円、利益配当金11億42百万円など

により19億48百万円（前年同期比３億７百万円増加）の支出となりました。 

以上の結果、当期末の現金及び現金同等物は、期首残高から31億99百万円増加し、119億32百万円となりました。 

   (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2004 年２月期 2005 年２月期 2006 年２月期 2007 年２月期 2008 年２月期

自己資本比率(％) 45.0 50.6 52.9 52.7 52.7

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
50.2 57.1 83.2 61.2 60.5

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率(％) 
19.2 △237.2 18.8 21.1 4.8

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
227.0 △11.6 99.9 244.2 701.8

（注）・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動キャッシュ・フロー／利払い 

   (注１)各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しております。 

(注３)営業活動キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としておりま

す。 

 

 (3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主への利益還元を充実させることを経営の重要施策としており、

株式上場以来 14 年連続増配を実施してまいりました。内部留保金につきましては新規出店、既存店のリニューアル、情

報システムや新規事業等に積極的に投資し、業績の一層の向上に努めてまいります。 
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利益配当金につきましては、配当性向も考慮しながら増配を継続することを目標にしております。当事業年度の利益

配当につきましては、当中間期は前中間期に比較して１株につき 50 銭増配の 20 円とし、また期末配当金につきまして

も、前期末に比較し 50 銭増配の１株につき 20 円を予定し、年間配当金は１株当たり１円増配の 40 円を予定しておりま

す。 

また、次期の配当につきましても１株当たり年間 41 円を予想しております。 

 

 (4)事業等のリスク 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。なお、これらについては、当連結会計年度末日現在において判断したも

のです。 

 

① 小売業界における持続的な低迷のリスク 

当社グループは、日本、韓国およびフィリピンでコンビニエンスストア事業をおこなっておりますが、その収益は日本

と韓国の小売市場に大きく依存しております。そのため両国における景気動向・消費動向等の経済情勢等が当社グループ

の業績および財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

また、高齢化等による日本の人口構成の変化により、医療費や社会保険料の負担がさらに増加し、将来の消費傾向に大

きな変化が生じる可能性もあります。日本の個人消費が著しく低迷し又は悪化した場合、当社グループの業績が低迷し、

その成長戦略に影響を与える可能性があります。 

 

② 競争の激化に関するリスク 

当社グループは、コンビニエンスストア業界のみならず、長時間営業の食品スーパー業界、ファストフード業界、ファ

ミリーレストランや中食といわれる惣菜販売業者等との間において競争状態にあります。当社グループではソフトクリー

ムを始めとする店内加工ファストフードを提供することで差別化を進めておりますが、当社グループが提供する商品の品

質、価格、あるいはサービスレベルを上回る競争先が現れた場合、または更なる競争の激化によりコスト負担が嵩んだ場

合、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

③ 天候不順に関するリスク 

当社グループの売上は、季節的変動による影響を受けます。当社グループは、季節的な商品動向に基づいて販売計画を

立てておりますが、季節的な気象パターンが予想外に変化した場合、一部の商品に対する需要が予想外に減少し、営業収

入の減少や加盟店に対する支援の増大を招く可能性があります。これにより、当社グループの経営成績等に影響を与える

可能性があります。 

 

④ 食品の安全性に関するリスク 

当社グループは、食品の安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充実に努めており

ます。万一、食中毒の発生等でお客さまにご迷惑をお掛けする事態が発生したり、原材料や食品添加物などの表示に誤り

があった場合、売上が減少する可能性があります。 

また、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等、社会全般の衛生問題が発生して当社グループが提供する食品の安全性および品質

にお客さまが疑念を抱いた場合、かかる疑念が真実であるか否かに関わらず当社グループに対する信頼は失墜し売上の減

少や、安全衛生の強化策費の増加、関連設備投資、安全性に関するキャンペーン費等により、当社グループの経営成績等

に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 仕入・流通ネットワークの障害に関するリスク 

地震その他の自然災害、コンピューターウイルス等による仕入・流通ネットワーク障害が発生した場合、商品の破損・

腐敗、売上の減少、ビジネスチャンスの逸失、修理費用の負担等による影響を被る可能性があります。これにより、当社

グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 
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⑥ 地震等の災害、テロ活動等に関するリスク 

当社グループは日本、韓国及びフィリピンでコンビニエンスストア事業を行っております。国内外を問わず、大地震、

暴動、テロ活動等が発生した場合、当社グループの店舗及びその他の施設に物理的に損害が生じ、事業に支障が生ずる可

能性があります。このような場合、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ 個人情報の漏洩に関するリスク 

当社グループでは、営業活動に伴ってお客さまから入手した個人情報を保管・管理しております。当社グループは、か

かる個人情報の漏洩が生じないよう細心の注意を払っておりますが、当社グループのお客さまに関する個人情報が何らか

の事情により漏洩した場合、当社グループの信用力が低下し、客数の減少などにより経営成績等に影響を与える可能性が

あります。 

 

⑧ 法的規制の強化に関するリスク 

当社グループは、食品衛生法、食品循環資源の再利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)、および消防法、独占

禁止法、下請法、個人情報保護法等様々な法的規制を受けております。これらの規制や罰則が今後強化された場合や、会

計基準、納税義務の変更等により、これらに対応する費用が増加し、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性が

あります 

 

⑨ 環境にかかる負荷の軽減に関するリスク 

当社グループは、店舗で排出される廃棄物等について環境への負荷を軽減させるため、食品廃棄物を生ゴミではなく「食

品循環資源」と捉え、リサイクル化を推進しております。上記にかかる諸費用が当初の想定を大きく上回った場合、当社

グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑩ 原材料の価格変動及び為替変動に関するリスク 

当社グループは、2008 年２月 29 日時点において、1社の連結子会社を海外に有しております。当社連結財務諸表にお

いて海外子会社の外貨建ての財務諸表金額は日本円に換算されるため、当社連結財務諸表は日本円と各通貨間の為替相

場変動の影響を受けます。また、当社グループは主に日本国内で営業を行なっておりますが、海外においても取引を行

なっており、同様に為替相場変動の影響を受けます。為替相場が異常な変動をした場合、当社グループの事業、財務状

況および業績に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

⑪ 加盟者の経営断念及び新規契約減少に関するリスク 

当社グループは、加盟者との間でミニストップ・フランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストア事業を行って

おります。加盟者の高齢化と後継者不足による経営の断念、競合店の出現、立地変化により加盟店収支が悪化し経営を

断念した場合、店舗数の減少となり当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

また、当社グループのビジネスモデルより魅力あるフランチャイザーが現れた場合、新規契約者の減少となり当社グ

ループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑫ 保有株式の市場価格の下落に関するリスク 

当社グループは、2008 年２月 29 日現在、73 億 80 百万円の株式を保有しており、当連結会計年度末に有価証券評価差

額金として 27 億 56 百万円を計上しております。当社グループが保有する株式の時価が、当該株式の帳簿価額を著しく

下回った場合、当該株式の評価損を計上する必要が生じ、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑬ 貸倒れに関するリスク 

当社連結貸借対照表上の加盟店貸勘定は、当社及び連結子会社のエムエス九州㈱、韓国ミニストップ㈱が保有する加

盟店に対する営業債権です。競争激化による採算の悪化に伴い加盟店貸勘定残高が増加したり、加盟店貸勘定に対する

貸倒率が増加した場合、当社グループは、貸倒引当金をさらに積み増すことが必要となります。このような場合、当社
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グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑭ 店舗の賃借物件の保証金回収に関するリスク 

当社グループは、店舗の土地・建物および本社・事務所については賃借が主体であります。出店にあたり、店舗賃借

のための保証金を家主に差し入れます。2008 年２月 29 日現在、差入保証金残高は 294 億 38 百万円であります。賃貸人

の破産等により回収できなくなった場合、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑮ 知的財産権に関するリスク 

当社グループは、国内外で登録済の商標、意匠その他の知的財産権を保有しております。しかしながら、当社グルー

プが現在保有する商標、意匠その他の知的財産権は、当社グループの知的財産権を保全するために不十分である場合が

あります。また、知的財産権に関する第三者との間の紛争等により、当社グループが当該知的財産権を行使できなくな

ったり、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

⑯ 重要な訴訟事件等に関するリスク 

現時点では会社の経営成績に重要な影響を与える訴訟は発生しておりません。当社グループではコンプライアンスを

重視し、リスク管理体制を強化しておりますが、今後、事業を遂行していく上で加盟店・取引先・お客さま等から事業

に重要な影響を与える訴訟を起こされた場合、これらの訴訟の帰趨によっては、当社グループの経営成績等に影響を与

える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは当社及び連結子会社４社で構成され、各社が営んでいる主な事業内容と当該事業に係る位置づけは、次のと

おりであります。 

【コンビニエンスストア部門】 

 

 

 

 

当社及び連結子会社のエムエス九州㈱、Ministop Korea CO.,LTD.（以下、韓国ミニ

ストップ㈱という）はフランチャイズチェーン方式の加盟店と直営店によるコンビニ

エンスストア事業を営んでおり、連結子会社のエムエムエイチ イーシーサービス㈱

は当社およびエムエス九州㈱の加盟店と直営店において使用する包装用資材等の販

売を行っております。 

  【物     流     部     門】 

 

 

連結子会社であるネットワークサービス㈱は自動車運送取扱事業の認可を得て、当社

及び連結子会社のエムエス九州㈱の加盟店と直営店への物流業務を行っております。

当社は、当社の親会社であるイオン㈱及びその子会社等で構成している企業集団イオンの総合小売事業区分に属しておりま

す。 

総合小売事業を営んでいるイオン㈱と当社との事業上の関係は、同社が所有する建物の一部の賃借等をしております。なお、

当社は独自にコンビニエンスストア事業を営んでおります。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

      

                                                

当     社 
（ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 事 業 ） 

事務所等の賃借 
 資金の寄託運用 親   会   社 

イ  オ  ン   ㈱ 

 
                            資                         
            エ      商       材 

技  リ              購 
  ア               入 
・      品 

      術    フ     
           ラ      
            ン      配 

      援   チ                  商品配送              クレジット利用代金等の 

           ャ                                               回収代行 
           イ    送                                              親会社の子会社 
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連 結 子 会 社  

ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ㈱   

連 結 子 会 社 

エ ム エ ス 九 州 ㈱

《当社グループ》

連 結 子 会 社 

ｴﾑｴﾑｴｲﾁ ｲｰｼｰｻｰﾋﾞｽ㈱

連 結 子 会 社 

韓 国 ミ ニ ス ト ッ プ ㈱
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３．経営方針 

 (1)会社の経営の基本方針 

当社が属するイオンでは“お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する”という基本理念を定

めております。当社ではこの基本理念を実践するために、“お客さま一人ひとりの毎日の暮らしに健康、安心、便利をお届

けし、加盟店の成長と繁栄をコンボストアで実現する”というミッションを定めております。 

   また、グループで共有する「イオン行動規範」と併せて“お客さま第一・変化への対応・現場主義・地域との共生・人

間尊重・公正（Fairness）・そして楽しく”という７つを行動基準として、誠実で革新的な企業風土を醸成し、社会から信

頼される企業を目指してまいります。 

 

 (2)目標とする経営指標 

持続的成長を目指す当社の収益基盤は、店舗段階での売上総利益から粗利分配方式により得られるロイアルティ収入で

す。したがって、最優先すべき経営目標は、各加盟店の収益向上であり、経営指標としては既存店売上高の伸率と売上総

利益率です。また、新規出店における投下資本利益率を精査する等、株主資本利益率の維持・向上も重要指標であると認

識し、株主資本利益率（ROE）の向上に努めてまいります。 

 

 (3)中長期的な会社の経営戦略 

   国内コンビニエンスストア業界では、コンビニエンスの“利便性”という優位性に対して、様々な業態からの侵食が起

こりつつあり、お客さまのコンビニエンスストアに求める“利便性”に対する価値基準が大きく変容しつつあります。 

   そこで、当社は今後の取り組むべき戦略的課題として、ミニストップブランドが持つ「食」に対する優位性をより一層

深耕した、新しいコンボストアの実現に向けた取り組みを進めてまいります。 

   また、国内人口が減少傾向にある中、国内での数・規模を追いかけるだけでなく、次の成長戦略として、アジアを中心

とした地域にミニストップ店の展開をすべく、取り組みを進めてまいります。 

   既存のミニストップでは、商品による差別化と接客レベルの向上こそ、競争を優位に進める基本と考え、“ミニストッ

プならでは”と評価されるオリジナル商品の開発と加盟店従業員の育成に努めてまいります。 

 

 (4)会社の対処すべき課題 

   上記の中長期的な経営戦略を推進するために、以下の具体的施策を実施してまいります。 

  ①ニューコンボストアの確立 

消費者の生活スタイルの変化や世帯の構造変化などにより、消費の形態も大きく変化してきています。今後のお客さま

の生活スタイルの変化に合わせて商品および商品構成を革新することが重要になってまいりました。一人世帯や二人世帯

の飛躍的な増加、女性のますますの社会進出などに対応して、手作りおにぎり・店内加工の惣菜および商品構成を革新し

た新しいコンボストアの確立を目指してまいります。 

  ②既存店舗の革新 

   当社は、お客さまに選ばれるお店を目指して、ミニストップに行かなければ買うことができないオリジナル商品の開発

や、心温まる接客が出来るお店を実現するための従業員教育に力を注いでまいりました。今後も、店内加工ファストフー

ド部門やお弁当・惣菜部門・デザート部門を中心に、オリジナル商品を強化してまいります。 

  ③子会社の自立 

   当社のミニストップ店を展開する子会社は、国内子会社のエムエス九州株式会社と海外子会社の韓国ミニストップ株式

会社です。エムエス九州株式会社は 100 店舗を超え、経常利益を確保できる体質になりました。今後は、早期に単年度純

利益黒字化を目指して商品力と販売力の強化に取り組んでまいります。また、韓国ミニストップ株式会社は１千店舗を超

えて、韓国国内においても一定の地位を確保しつつあります。今後は、加盟店の利益向上を目指して商品力とオペレーシ

ョン力の向上に取り組んでまいります。また、自己資本の充実に努め、体質の強化を目指してまいります。 

  ④海外事業の拡大 

   当社は、韓国、フィリピンにミニストップ店を展開してまいりましたが、今後もミニストップの新たな成長戦略の柱と

してアジアを中心とした地域に参入すべく、事業展開に取り組んでまいります。 
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  ⑤ＣＳＲ経営の推進 

当社グループは、コンプライアンスやリスクマネジメントのさらなる徹底をはじめ、持続可能な社会に貢献するために

様々な社会的役割を果たすことで、地域社会から信頼される企業でありたいと考えております。 

「食」を扱う企業として食の安全・安心に応える品質管理への取り組みのほか、環境活動では、店舗の営業活動によっ

て発生するCO２を削減するため、電灯・冷蔵設備等に省エネ機器を採用するとともに、出店に際しても店舗建築工期の大

幅短縮が図れる環境に配慮したエコロジー対応のユニットパネル店舗システム「エコロキット」の導入を拡大し、エネル

ギーの使用削減に取り組んでまいります。また、加盟店と協力して、マイ箸運動、５円の木づかい箸運動、レジ袋の削減

や、店舗の食品廃棄物を飼料化し、その飼料を配合して育てた高品質な豚肉を使用した弁当を販売する食品リサイクルの

リサイクルループ（循環の輪）を実現するなど、リデュース（削減）・リユース（再利用）・リサイクル（再資源化）によ

る資源の有効活用に積極的に取り組んでまいります。 

社会貢献活動では、店頭の募金活動を通じて小学校に花や苗木を贈る「花の輪運動」や「24 時間テレビ」への募金を行

なうとともに、今年 200 回目を数える上野恩賜公園（東京）の清掃活動、福祉施設でのボランティア活動、店舗が小学生

の職場体験学習を支援するチャイルドインターンシップ制度などを継続して実施してまいります。また、税引前当期純利

益の一部をイオングループ各社が拠出しているイオン１％クラブや、イオン環境財団を通じ、国内外の環境・社会貢献活

動の支援を積極的に行なってまいります。 

当社は、今後も信頼される企業市民として社会的責任を果たし、諸活動を積極的に拡大・強化してまいります。 
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４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(2007年２月28日) 

当連結会計年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金   9,303 11,932   2,629

 ２ 加盟店貸勘定 ※１  3,688 3,742   54

 ３ 有価証券   3,987 6,217   2,229

 ４ たな卸資産   2,520 1,836   △  684

 ５ 繰延税金資産   382 387   4

 ６ 短期貸付金   5,040 61   △ 4,979

 ７ 未収入金   3,333 4,010   676

 ８ その他   2,714 3,297   583

  ９ 貸倒引当金   △  340 △  238   101

   流動資産合計   30,631 31.7 31,247 32.2  616

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物  20,912 22,482  1,569 

    減価償却累計額  7,031 13,881 7,593 14,888  562 1,007

  (2) 器具及び備品  22,469 22,610  140 

    減価償却累計額  14,525 7,943 14,249 8,360  △  276 417

  (3) 土地   471 463   △    7

  (4) 建設仮勘定   583 435   △  148

   有形固定資産合計   22,879 23.7 24,149 24.9  1,269

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウエア   520 638   117

  (2) 連結調整勘定   1,329 －   △ 1,329

(3) のれん   － 432   432

  (4) その他   0 0   0

   無形固定資産合計   1,850 1.9 1,071 1.1  △  779

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券   9,987 7,380   △ 2,607

    (2) 優先出資証券参加権 ※２  2,000 －   △ 2,000

  (3) 長期貸付金   198 2,639   2,440

  (4) 差入保証金   27,236 28,293   1,057

  (5) その他   2,017 2,591   574

  (6) 貸倒引当金   △  296 △  462   △  166

   投資その他の資産合計   41,143 42.7 40,443 41.8  △  700

   固定資産合計   65,873 68.3 65,663 67.8  △  210

   資産合計   96,505 100.0 96,911 100.0  406
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前連結会計年度 

(2007年２月28日) 

当連結会計年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金   5,501 6,970   1,469

 ２ 加盟店買掛金 ※３  12,280 12,963   682

 ３ 加盟店借勘定 ※４  730 845   115

 ４ 短期借入金   2,073 650   △  1,422

 ５ 未払金   3,540 3,491   △  48

 ６ 加盟店未払金 ※５  30 3   △  27

 ７ 未払法人税等   1,267 1,400   133

 ８ 預り金   6,194 6,895   701

 ９ 賞与引当金   197 253   55

 10 役員賞与引当金   19 43   24

 11 閉店損失引当金   93 158   65

 12 その他   855 821   △  34

   流動負債合計   32,783 34.0 34,499 35.6  1,715

Ⅱ 固定負債     

 １ 繰延税金負債   1,486 604   △  881

 ２ 退職給付引当金   515 515   0

 ３ 役員退職慰労引当金   94 －   △  94

 ４ 預り保証金 ※６  9,579 8,864   △  714

 ５ その他   104 197   92

   固定負債合計   11,780 12.2 10,182 10.5  △  1,597

   負債合計   44,563 46.2 44,681 46.1  118

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   7,491 7,491   0

 ２ 資本剰余金   7,643 7,643   0

 ３ 利益剰余金   31,652 33,550   1,898

 ４ 自己株式   △  807 △  809   △  2

   株主資本合計   45,980 47.6 47,876 49.4  1,896

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  4,321 2,756   △  1,565

 ２ 為替換算調整勘定   592  436   △  156

   評価・換算差額等合計   4,914 5.1 3,193 3.3  △  1,721

Ⅲ 少数株主持分   1,046 1.1 1,160 1.2  113

   純資産合計   51,941 53.8 52,229 53.9  288

   負債純資産合計   96,505 100.0 96,911 100.0  406
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 (2) 連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 

 至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 2007年３月１日 

 至 2008年２月29日) 

比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

Ⅰ 営業収入     

 １ 加盟店からの収入  35,517 38,133  2,615 

 ２ 売上高 ※１ 72,854 74,482  1,628 

 ３ 受取運搬料 ※２ 10,139 10,631  491 

 ４ その他の営業収入  3,532 122,044 100.0 3,422 126,670 100.0 △ 109 4,626

Ⅱ 売上原価     

 １ 売上原価 ※１ 61,693 62,652  958 

 ２ 運搬原価 ※２ 8,402 70,096 57.4 8,762 71,414 56.4 360 1,318

   営業総利益   51,948 42.6 55,255 43.6  3,307

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 販売手数料  3,712 3,759  46 

 ２ 広告宣伝費  4,060 4,070  10 

 ３ 従業員給料・賞与  9,624 9,882  258 

 ４ 賞与引当金繰入額  197 253  55 

 ５ 役員賞与引当金繰入額  19 43  24 

 ６ 法定福利費・厚生費  1,124 1,290  165 

 ７ 地代家賃  12,451 13,987  1,535 

 ８ 動産リース料  1,260 988  △ 272 

 ９ 減価償却費  4,235 4,258  22 

 10 事務外注費  1,629 1,680  51 

 11 連結調整勘定償却  875 －  △ 875 

 12 のれん償却  － 871  871 

 13 貸倒引当金繰入額  41 171  129 

 14 その他  5,668 44,901 36.8 6,161 47,419 37.4 493 2,518

   営業利益   7,046 5.8 7,835 6.2  789

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 ※３ 403 547  143 

 ２ 受取配当金  146 231  84 

 ３ フランチャイズ契約 

   解約精算金 
 89 102  12 

 ４ その他  70 710 0.6 95 976 0.8 25 265

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  40 19  △ 21 

 ２ レジ現金精算損  11 13  1 

３ 為替差損  － 33  33 

 ４ その他  7 59 0.1 14 79 0.1 6 20

   経常利益   7,697 6.3 8,732 6.9  1,035
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前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 

 至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 2007年３月１日 

 至 2008年２月29日) 

比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 

Ⅵ 特別利益     

 １ 前期損益修正益 ※４ 16 22  6 

 ２ 固定資産売却益 ※５ 40 99  58 

 ３ 投資有価証券売却益  60 85  25 

 ４ 損害賠償金収入  75 －  △ 75 

 ５ 保険差益  53 －  △ 53 

 ６ 収用に伴う補償金収入  39 12  △ 27 

 ７ 賃貸借契約終了に伴う 

   補償金収入 
 38 －  △ 38 

 ８ その他  25 348 0.3 5 225 0.2 △ 20 △123

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※６ 215 191  △ 24 

 ２ 減損損失 ※７ 1,710 1,615  △ 94 

 ３ 退店保証金償却  209 351  141 

 ４ 退店撤去費用  378 358  △ 20 

 ５ 閉店損失引当金繰入額  93 158  65 

 ６ その他 ※８ 123 2,731 2.2 94 2,769 2.2 △ 29 37

   税金等調整前 

   当期純利益 
  5,314 4.4 6,188 4.9  873

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 2,721 2,789  67 

   法人税等調整額  △115 2,606 2.2 194 2,983 2.4 309 377

   少数株主利益   2 0.0 163 0.1  161

   当期純利益   2,706 2.2 3,040 2.4  334
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 2006年３月１日 至 2007年２月28日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

2006年２月28日残高(百万円) 7,491 7,643 30,086 △ 656 44,565 

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △ 1,116 △ 1,116 

 役員賞与の支給  △    24 △    24 

 当期純利益  2,706 2,706 

 自己株式の取得  △   151 △   151 

 自己株式の処分  0 0 0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) 

  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

－ 0 1,565 △   151 1,414 

2007年２月28日残高(百万円) 7,491 7,643 31,652 △ 807 45,980 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計 

2006年２月28日残高(百万円) 5,694 336 6,030 927 51,523 

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △ 1,116 

 役員賞与の支給  △    24 

 当期純利益  2,706 

 自己株式の取得  △   151 

 自己株式の処分  0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) 

△ 1,372 256 △ 1,115 118 △   997 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円） 

△ 1,372 256 △ 1,115 118 417 

2007年２月28日残高(百万円) 4,321 592 4,914 1,046 51,941 
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当連結会計年度(自 2007年３月１日 至 2008年２月29日) 

 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

2007年２月28日残高(百万円) 7,491 7,643 31,652 △ 807 45,980

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △ 1,142  △ 1,142

 当期純利益  3,040  3,040

 自己株式の取得  △  2 △  2

 自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) 

  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― 0 1,898 △  2 1,896

2008年２月29日残高(百万円) 7,491 7,643 33,550 △ 809 47,876

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分 

純資産合計

2007年２月28日残高(百万円) 4,321 592 4,914 1,046 51,941

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △1,142

 当期純利益  3,040

 自己株式の取得  △ 2

 自己株式の処分  0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

△1,565 △156 △1,721 113 △1,607

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円） 

△1,565 △156 △1,721 113 288

2008年２月29日残高(百万円) 2,756 436 3,193 1,160 52,229
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 

 至 2007年２月28日)

当連結会計年度 

(自 2007年３月１日 

 至 2008年２月29日)

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前当期純利益  5,314 6,188 873

 ２ 減価償却費  4,235 4,258 22

 ３ 減損損失  1,710 1,615 △    94

 ４ 連結調整勘定償却額  875 － △   875

 ５ のれん償却額  － 896 896

 ６ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△）  △    56 75 132

 ７ 退職給付引当金の増加額  73 17 △    55

 ８ 受取利息及び受取配当金  △   550 △   779 △   228

 ９ 支払利息  40 19 △    21

 10 固定資産売却益  △    40 △    99 △    58

 11 固定資産除却損  215 157 △    58

 12 退店保証金償却  209 351 141

 13 加盟店貸勘定の増加額   △   178 △    72 105

 14 たな卸資産の減少額又は増加額(△）  △   940 592 1,533

 15 未収入金の増加額  △  342 △   708 △  365

 16 仕入債務の増加額  989 2,352 1,362

 17 加盟店借勘定の増加額  18 123 104

 18 未払金の増加額又は減少額（△）  83 △    88 △   172

 19 預り金の増加額  806 705 △   101

 20 役員賞与の支払額  △    24 －     24

 21 その他  146 △    143 △   289

    小計  12,589 15,463 2,874

 22 利息及び配当金の受取額  434 598 164

 23 利息の支払額  △    41 △    18 22

 24 法人税等の支払額  △ 3,141 △ 2,506 634

  営業活動によるキャッシュ・フロー  9,841 13,536 3,695
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

  

  

前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 

 至 2007年２月28日)

当連結会計年度 

(自 2007年３月１日 

 至 2008年２月29日)

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有価証券の取得による支出  △ 3,004 △ 6,283 △ 3,278

 ２ 有価証券の償還による収入  6,000 4,000 △ 2,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △ 7,367 △ 7,595 △   227

 ４ 有形固定資産の売却による収入  485 442 △   42

 ５ 無形固定資産の取得による支出  △   290 △   319 △   29

 ６ 投資有価証券の取得による支出  △   994 －
994

 ７ 投資有価証券の売却による収入  63 115 52

 ８ 優先出資証券参加権の購入による支出  △ 2,000 － 2,000

 ９ 優先出資証券参加権の償還による収入  － 2,000 2,000

 10 貸付けによる支出  △   62 △ 2,550 △ 2,487

 11 貸付金の回収による収入  104 5,077 4,973

  12  差入保証金の差入による支出  △ 5,055 △ 4,906 148

  13  差入保証金の返還による収入  2,683 2,755 72

  14  預り保証金の預りによる収入  1,332 1,256 △   75

  15  預り保証金の返済による支出  △ 1,860 △ 1,823 36

  16 その他  △   108 △   583 △   475

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,074 △ 8,414 1,660

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  １  短期借入れによる収入  2,240 250 △ 1,990

  ２  短期借入金の返済による支出  △ 2,613 △ 1,052 1,560

  ３  配当金の支払額  △ 1,116 △ 1,142 △   25

  ４  自己株式の取得による支出（純額）  △   151 △     2 148

  ５  その他  △   0 △   0 －

     財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,640 △ 1,948 △  307

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △   20 24 45

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

   又は減少額（△） 
 △ 1,894 3,199 5,094

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  10,627 8,733 △ 1,894

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１     8,733 11,932 3,199
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社の数及び連結

子会社名 

 
連結子会社 
 ネットワークサービス㈱ 
 エムエムエイチ イーシーサービス
㈱ 

 エムエス九州㈱ 
韓国ミニストップ㈱     ４社

 
  同左 
  
 
 
 

(2) 非連結子会社の数及び非
連結子会社名 

 非連結子会社はありません。   同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法を適用した関連会
社 

 
 
該当事項はありません。 

 
 
  同左 
 

(2) 持分法を適用しない関連
会社 

 該当会社はありません。   同左 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 決算日が連結決算日と異なる場合の
内容等 
 韓国ミニストップ㈱の決算日は12月
31日であります。連結財務諸表を作成
するに当たっては同日現在の財務諸表
を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必要な
調整をしております。 

 決算日が連結決算日と異なる場合の
内容等  
  同左 

４ 会計処理基準に関する事
項 

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法 

  

① 有価証券の評価基準
及び評価方法 

その他有価証券 
 時価のあるもの 
  連結決算日の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定) 

その他有価証券 
 時価のあるもの 
  同左 

  時価のないもの 
  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 
  同左 

② デリバティブの評価
基準 

――――――― 時価法 

③ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

  

イ 商品 提出会社及び国内連結子会社 
  「企業会計原則と関係諸法令との
調整に関する連続意見書」第四に定
める売価還元平均原価法 
  ただし、店内加工ファストフード
は最終仕入原価法 

在外連結子会社 
  主として先入先出法による原価法

提出会社及び国内連結子会社 
  同左 
 
 
 
 
在外連結子会社 
  同左 

ロ 貯蔵品  最終仕入原価法   同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

 経済的耐用年数に基づく定額法 

  各資産別の経済的耐用年数として

下記の年数を採用しております。 

有形固定資産 

  同左 

  建物 

    店舗・事務所    20～40年 

    建物附属設備    ５～18年 

  構築物        ５～20年 

  器具及び備品 

    看板工事      ５～10年 

    店舗什器他     ４～６年 

 

 無形固定資産 

 定額法 

  なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間(原則５年)に基づく定額法 

無形固定資産 

  同左 

 長期前払費用 

     契約期間に基づく均等額償却 

長期前払費用 

  同左 

(3) 重要な引当金の計上基準   

① 貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失の発生に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

  同左 

② 賞与引当金  従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に対

応する金額を計上しております。 

  同左 

③ 役員賞与引当金  役員に対して支給する賞与の支払に

充てるため、支給見込額のうち当連結

会計年度に対応する金額を計上してお

ります。 

 （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ19

百万円減少しております。 

 役員に対して支給する賞与の支払に

充てるため、支給見込額のうち当連結

会計年度に対応する金額を計上してお

ります。 

④ 閉店損失引当金  店舗閉店に伴い発生する損失に備

え、店舗閉店により合理的に見込まれ

る中途解約違約金及び原状回復費等の

閉店関連損失見込額を計上しておりま

す。 

  同左 

⑤ 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。な

お、数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

⑥ 役員退職慰労引当金  提出会社は、役員の退職慰労金の支

出に備え、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

――――――― 

(4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社の資産及び負債並

びに収益及び費用は在外子会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における少

数株主持分と為替換算調整勘定に含め

ております。 

  

  同左 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

方法によっております。 

  同左 

(6) 消費税等の会計処理  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

  同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。 

――――――― 

７ のれんの償却に関する事

項 

――――――― のれんは、５年間で均等償却してお

ります。 

８ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金、預け金及び

取得日から３ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない短期

的な投資を現金及び現金同等物として

おります。 

  同左 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(会計処理の変更) 

前連結会計年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は50,894百万円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

――――――― 

      

      

      

      

      

 

(表示方法の変更) 

前連結会計年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

――――――― 

 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、連結財務諸表規則の改正に伴い、

当連結会計年度から「のれん」として表示しております。

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」として

掲記されていたものは、連結財務諸表規則の改正に伴

い、当連結会計年度から「のれん償却」として表示して

おります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、連結財務諸表規則の改正に伴

い、当連結会計年度から「のれん償却額」として表示し

ております。 

(追加情報) 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

――――――― 

 

（役員退職慰労引当金） 

 提出会社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく連結会計期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上してまいりましたが、2007年５月15

日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって役員退

職慰労金制度が廃止されたことに伴い、当制度廃止時の

要支給額を役員の退任時に支払うこととしております。

これに伴い、当該定時株主総会終了時の要支給額（92

百万円）は、固定負債「その他」に計上しております。
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 
(2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(2008年２月29日) 

※１ 加盟店貸勘定は、加盟店から送金を受けた売上代

金等から、フランチャイズ契約に基づき、当社が

受取るロイアルティ、加盟店の仕入代金及び諸経

費等を充当決済した結果、加盟店との間に発生し

た営業債権であります。 

※１ 同左 

※２ イオン㈱との契約に基づく優先出資証券の元本及

び配当を受領する権利に係る参加権であります。

※２     ―――――――  

 

※３ 加盟店買掛金は、加盟店が仕入れた商品代金で、

当社が加盟店に代わり取引先に支払いする買掛金

残高であります。 

※３ 同左 

※４ 加盟店借勘定は、加盟店から送金を受けた売上代

金等から、フランチャイズ契約に基づき、当社が

受取るロイアルティ、加盟店の仕入代金及び諸経

費等を充当決済した結果、加盟店との間に発生し

た営業債務であります。 

※４ 同左 

※５ 加盟店未払金は、加盟店が購入した消耗品や資材

等の代金で、当社が加盟店に代わり取引先に支払

いする未払金残高であります。 

※５ 同左 

※６ 預り保証金の主なものは、加盟店からのものであ

ります。 

※６ 同左 
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(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

※１ 売上高、売上原価の主なものは、直営店に係るも

のであります。また、海外連結子会社の加盟店へ

の商品供給高及び配送センター仕入高もそれぞれ

含まれております。 

※１ 同左 

※２ 受取運搬料、運搬原価は、連結子会社が商品の運

搬を代行していることにより、取引先より受取る

運搬料及びそれに対応する運送会社に支払う配送

料等であります。 

※２ 同左 

※３ 受取利息403百万円のうち、加盟店からの受取利息

は165百万円であります。 

※３ 受取利息547百万円のうち、加盟店からの受取利息

は176百万円であります。 

※４ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

 償却差入保証金回収益 12百万円

 前期費用計上戻入益 4百万円

計 16百万円 

※４ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。

 償却差入保証金回収益 16百万円

 前期費用計上戻入益 6百万円

計 22百万円 
※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 2百万円

 器具及び備品 8百万円

 長期前払費用 29百万円

計 40百万円 

※５ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 3百万円

 器具及び備品 4百万円

 長期前払費用 90百万円

計 99百万円 
※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 20百万円

 器具及び備品 165百万円

  長期前払費用 29百万円

計 215百万円 

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 10百万円

 器具及び備品 146百万円

  長期前払費用 34百万円

計 191百万円 
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前連結会計年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

※７ 減損損失 

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

              （単位 百万円） 

用途 種類 場 所 店舗数 金額 

店舗 建物等 東日本地区 138 893

店舗 建物等 西日本地区 55 422

店舗 建物等 九州地区 13 95

店舗 建物等 韓国地区 183 300

合計 389 1,710 

※７ 減損損失 

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

   (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

               （単位 百万円） 

用途 種類 場 所 店舗数 金額 

店舗 建物等 東日本地区 128 780

店舗 建物等 西日本地区 63 464

店舗 建物等 九州地区 20 190

店舗 建物等 韓国地区 101 179

合計 312 1,615
 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

     店舗における営業活動から生ずる損益が継続して

マイナス又は継続してマイナスとなる見込みであ

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

     同 左 

(3) 減損損失の金額 
（単位 百万円） 

種類 金額 

建物及び構築物 1,001 

器具及び備品 599 

その他 109 

合計 1,710  

(3) 減損損失の金額 
              （単位 百万円） 

種類 金額 

建物及び構築物 1,055 

器具及び備品 476 

その他 83 

合計 1,615 
 

(4) 資産のグルーピングの方法 

     キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、
店舗を基礎としてグルーピングしております。 

   (4) 資産のグルーピングの方法 
      同 左 

(5) 回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定しております。正味売却

価額は、土地については固定資産税評価額等を基

に算定した金額により、その他の固定資産につい

ては取引事例等を勘案した合理的な見積りによ

り評価しております。また、使用価値は、将来キ

ャッシュ・フローを7.2～8.3％で割り引いて算定

しております。 

(5) 回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定しております。正味売却

価額は、土地については固定資産税評価額等を基

に算定した金額により、その他の固定資産につい

ては取引事例等を勘案した合理的な見積りによ

り評価しております。また、使用価値は、将来キ

ャッシュ・フローを7.6～7.9％で割り引いて算定

しております。 

 

※８ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 

 前期損益修正損 6百万円

 固定資産売却損 14百万円

 閉店関連損失 15百万円

 貸倒引当金繰入額 20百万円

 その他 65百万円

計 123百万円
 

※８ 特別損失の「その他」の内訳は次のとおりであり

ます。 

 前期損益修正損 1百万円

 固定資産売却損 3百万円

 閉店関連損失 35百万円

その他 29百万円

計 69百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 2006 年３月１日 至 2007 年２月 28 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 29,372 － － 29,372

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 375 77 0 452

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加   75千株 

 単元未満株式の買取による増加          1千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による売却                0千株 

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2006年５月16日 
定時株主総会 

普通株式 550 19.00 2006年２月28日 2006年５月16日 

2006年10月４日 
取締役会 

普通株式 565 19.50 2006年８月31日 2006年11月７日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額(円)

基準日 効力発生日 

2007年５月15日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 563 19.50 2007年２月28日 2007年５月16日
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当連結会計年度(自 2007 年３月１日 至 2008 年２月 29 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 29,372 － － 29,372

 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 452 1 0 453

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取による増加          1千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2007年５月15日 
定時株主総会 

普通株式 563 19.50 2007年２月28日 2007年５月16日 

2007年10月４日 
取締役会 

普通株式 578 20.00 2007年８月31日 2007年11月７日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
 配当額(円)

基準日 効力発生日 

2008年４月７日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 578 20.00 2008年２月29日 2008年５月７日

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 9,303百万円

負の現金同等物 
としての当座借越 

△ 570百万円

現金及び現金同等物 8,733百万円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 11,932百万円

現金及び現金同等物 11,932百万円
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（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当社グループは、コンビニエンスストア事業を主たる事業としております。連結子会社であるネ 
ットワークサービス㈱の営む物流事業は、当社及びエムエス九州㈱の加盟店と直営店への商品配 
送を取り扱っており、コンビニエンスストア事業の付帯事業として同一のセグメントに属するも 
のであります。従って、前連結会計年度及び当連結会計年度についての事業の種類別セグメント 
情報は記載を省略しております。 

２ 所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度(自 2006年３月１日 至 2007年２月28日) 
                    (単位  百万円) 

 日 本 アジア 計 消去又は全社 連 結 

Ⅰ 営業収入及び営業損益      

  営業収入      

  外部顧客に対する営業収入     70,483     51,560    122,044 －    122,044

  セグメント間の内部営業収入        227 －        227       (227) －

  又は振替高      

計     70,711     51,560    122,271       (227)    122,044

  営業費用     63,346     51,878    115,225       (227)    114,998

  営業利益又は営業損失（△）      7,364 △317 7,046 －      7,046

Ⅱ 資産     51,533     16,963     68,496      28,008     96,505

 (注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国 

２ 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は28,278百万円で 

あり、その主なものは提出会社での余資運用資金（現預金、有価証券及び貸付金）、長期投資資金 

（投資有価証券）等であります。 

３ アジアの営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高41,057百万円が含まれております。 

４ アジアの営業費用の中には、韓国の連結調整勘定償却869百万円が含まれております。 

 

当連結会計年度(自 2007年３月１日 至 2008年２月29日) 
                    (単位  百万円) 

 日 本 アジア 計 消去又は全社 連 結 

Ⅰ 営業収入及び営業損益      

  営業収入      

  外部顧客に対する営業収入     74,922     51,748  126,670        －    126,670

  セグメント間の内部営業収入        242        －        242       (242)        －

  又は振替高      

計     75,164     51,748    126,912       (242)    126,670

  営業費用     67,422     51,654    119,076       (242)    118,834

  営業利益      7,742 93      7,835        －      7,835

Ⅱ 資産     53,103     16,031     69,134      27,776     96,911

 (注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国 

２ 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は28,030百万円で 

あり、その主なものは提出会社での余資運用資金（現預金、有価証券及び貸付金）、長期投資資金 

（投資有価証券）等であります。 

３ アジアの営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高41,102百万円が含まれております。 

４ アジアの営業費用の中には、韓国ののれん償却869百万円が含まれております。 
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３ 海外売上高 

 前連結会計年度(自 2006年３月１日 至 2007年２月28日) 
(単位  百万円) 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外営業収入 51,604 

Ⅱ 連結営業収入 122,044 

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の割合 42.3％ 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国、フィリピン 

２ 連結営業収入は、当社及び連結子会社の営業収入であります。 

３ 海外営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高41,057百万円が含まれております。 

 
当連結会計年度(自 2007年３月１日 至 2008年２月29日) 

(単位  百万円) 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外営業収入 51,777 

Ⅱ 連結営業収入 126,670 

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の割合 40.9％ 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国、フィリピン 

２ 連結営業収入は、当社及び連結子会社の営業収入であります。 

３ 海外営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高41,102百万円が含まれております。 

 

 

（商品別売上情報） 

当社及び連結子会社のエムエス九州㈱と韓国ミニストップ㈱の加盟店を含む全店売上高 

前連結会計年度 
(自 2006年３月 1日 

 至 2007 年２月 28 日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月 1日   

 至 2008 年２月 29 日) 

      期  別 

 

 

商 品 別 売  上  高 構 成 比 売  上  高 構 成 比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 

フ ァ ス ト フ ー ド 82,237 24.0 86,506 24.1 

デ イ リ ー 食 品 38,757 11.3 41,432 11.6 

加 工 食 品 182,807 53.5 191,552 53.4 

家 庭 用 品 15,632 4.6 14,970 4.2 

本 ･ サ ー ビ ス 22,527  6.6 24,176  6.7 

計 341,963 100.0 358,638 100.0 

     (注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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(リース取引関係) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額及び期末残高相当額 

 
器具及び備品 
(百万円) 

 
車両運搬具 
(百万円) 

 
合計 
(百万円)

取得価額 
    相当額 

3,890  305  4,195

減価償却 
    累計額 
    相当額 

2,096  175  2,272

減損損失 
    累計額 
    相当額 

66  －  66

期末残高 
    相当額 

1,727  129  1,856
 

 
器具及び備品
(百万円)

車両運搬具 
(百万円) 

 
合計 
(百万円)

取得価額 
    相当額

3,859 300  4,159

減価償却 
    累計額
    相当額

2,324 166  2,490

減損損失 
    累計額
    相当額

71 －  71

期末残高 
    相当額

1,463 133  1,597
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定の残高 

    未経過リース料期末残高相当額 

１年内 782百万円

１年超 1,170百万円

合計 1,952百万円

リース資産減損勘定の残高 38百万円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定の残高 

      未経過リース料期末残高相当額 

１年内 682百万円

１年超 919百万円

合計 1,602百万円

リース資産減損勘定の残高 35百万円 
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,203百万円

リース資産減損勘定の取崩額 24百万円

減価償却費相当額 1,156百万円

支払利息相当額 32百万円

減損損失 39百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 897百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 35百万円 

減価償却費相当額 856百万円 

支払利息相当額 28百万円 

減損損失 32百万円  
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

  利息相当額の算定方法 

   同左 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 2006 年３月１日 至 2007 年２月 28 日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金
 (百万円)

事業の内容 
議決権等の
所有・被所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

家賃等支払      176 未払金   73

資金の寄託
運用 

   2,819 － －

受取利息      20 － －

優先出資証
券参加権の
取得 

  2,000 
優先出資証
券参加権 

  2,000

親会社 イオン㈱ 
千葉県 
千葉市 
美浜区 

198,791
総合小売事
業 

(被所有) 
直接 47.95
間接 6.10
計 54.05
 

兼任２人
転籍３人

事務所、
店舗の賃
貸借契約
及び資金
の寄託運
用 

受取配当金        7  －

(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 本部事務所及び店舗(イオンタワー店)の賃借については、近隣の取引実勢価格に基づいて決定しており 

         ます。また、寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

     ３  優先出資証券参加権の取引価格及び配当等の取引条件は、優先出資証券参加権の基礎となる優先出資証券 

         の発行価格及び配当等の条件に基づいて決定しております。 

 

２ 兄弟会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
 は出資金
 (百万円)

事業の内容 
議決権等の
所有・被所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

   

受取利息    33 短期貸付金 5,000

親 会 社
の 子 会
社 

イ オ ン ク
レ ジ ッ ト
サ ー ビ ス
㈱ 

東京都 
千代田 
区 

15,466
金融サービ
ス業 

(所有) 
直接 1.46 
(被所有) 
直接 1.40 

なし 

クレジッ
ト利用代
金等の回
収代行    

(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 貸付金の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

 
当連結会計年度(自 2007 年３月１日 至 2008 年２月 29 日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容 
議決権等の
所有・被所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

資金の寄託
運用 

 6,898 － －

受取利息  49 － －

優先出資証
券参加権の
償還 

2,000 － －
親会社 イオン㈱ 

千葉県 
千葉市 
美浜区 

199,054
総合小売事
業 

(被所有) 
直接 47.94
間接 6.11
計 54.05
 

兼任１人
転籍３人

事務所、
店舗の賃
貸借契約
及び資金
の寄託運
用 

受取配当金   72 － －

(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 本部事務所及び店舗(イオンタワー店)の賃借については、近隣の取引実勢価格に基づいて決定しており 

         ます。また、寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 

     ３  優先出資証券参加権の取引価格及び配当等の取引条件は、優先出資証券参加権の基礎となる優先出資証券 

        の発行価格及び配当等の条件に基づいて決定しております。 

 
２ 兄弟会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
 は出資金
 (百万円)

事業の内容 
議決権等の
所有・被所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

   

受取利息 33 長期貸付金 2,500

親 会 社
の 子 会
社 

イ オ ン ク
レ ジ ッ ト
サ ー ビ ス
㈱ 

東京都 
千代田 
区 

15,466
金融サービ
ス業 

(所有) 
直接 1.46 
(被所有) 
直接 1.40

なし 

クレジッ
ト利用代
金等の回
収代行    

(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 貸付金の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1) 流動資産 

 (繰延税金資産) 

 未払事業税 104百万円
 賞与引当金 80百万円
 貸倒引当金 76百万円
 その他 122百万円
 小計 383百万円
 評価性引当額 △ 1百万円
 計 382百万円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

(1) 流動資産 

 (繰延税金資産) 

 未払事業税 107百万円
 賞与引当金 102百万円
 貸倒引当金 52百万円
 その他 125百万円
 小計 388百万円
 評価性引当額 △1百万円
 計 387百万円

  
(2) 固定負債 

 (繰延税金資産) 

 有形固定資産 1,300百万円
 繰越欠損金  238百万円
 退職給付引当金 133百万円
 その他  337百万円
 小計  2,009百万円
 評価性引当額  △ 302百万円
 計  1,706百万円
 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 2,946百万円
 特別償却準備金  2百万円
 その他  112百万円
 計 3,061百万円
 繰延税金負債の純額（注） 1,354百万円

（注）当連結会計年度における繰延税金負債の純額

は連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

 固定資産－その他 
(投資その他の資産) 

131百万円

 固定負債－繰延税金負債 1,486百万円
  

(2) 固定負債 

 (繰延税金資産) 

 有形固定資産 1,073百万円
 繰越欠損金 282百万円
 貸倒引当金 170百万円
 退職給付引当金 
 その他 

154百万円
283百万円

 小計 1,964百万円
 評価性引当額 △390百万円
 計 1,573百万円
 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 1,897百万円

 その他 165百万円
 計 2,063百万円
 繰延税金負債の純額（注） 489百万円

（注）当連結会計年度における繰延税金負債の純額

は連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

 固定資産－その他 
(投資その他の資産) 

114百万円

 固定負債－繰延税金負債 604百万円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％
 (調整) 

 連結調整勘定償却 6.7％
 住民税均等割等 1.6％

 評価性引当額の増加 1.6％
 受取配当等永久に益金に 
 算入されない項目 

△ 0.6％

 その他 △ 0.8％
 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

49.0％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％
 (調整) 

 連結調整勘定償却 5.9％
 住民税均等割等 1.5％

 評価性引当額の増加 1.4％
 受取配当等永久に益金に 
 算入されない項目 

△0.8％

 その他 △0.2％
 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

48.2％
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(有価証券関係) 

前連結会計年度 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの(2007 年２月 28 日) 
 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 株式 1,281 8,554 7,273

 債券 997 997 0

小計 2,278 9,551 7,273

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 株式 2 2 △  0

 債券 3,001 2,990 △ 10

小計 3,003 2,992 △ 10

合計 5,282 12,544 7,262

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2006 年３月１日 至 2007 年２月 28 日) 

売却額（百万円） 売却益の合計額(百万円） 

63 60

 
３ 時価のないその他有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(2007 年２月 28 日) 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 1,431

合計 1,431

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(2007 年２月 28 日) 
 

区分 １年以内(百万円) 

債券 3,987

合計 3,987
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

 
当連結会計年度 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの(2008 年２月 29 日) 
 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 株式 1,128 5,837 4,709

 債券 2,289 2,290 1

小計 3,417 8,128 4,710

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 株式 155 138 △16

 債券 4,000 3,926 △73

小計 4,155 4,065 △90

合計 7,573 12,193 4,620

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2007 年３月１日 至 2008 年２月 29 日) 

売却額（百万円） 売却益の合計額(百万円） 

115 85

    
 
３ 時価のないその他有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(2008 年２月 29 日) 
 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

非上場株式 1,404

合計 1,404

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(2008 年２月 29 日) 
 

区分 １年以内(百万円) 

債券 6,217

合計 6,217
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

――――――― 

 

１ 取引の内容及び利用目的等 

輸入取引の為替相場変動によるリスクの軽減を目

的として、為替予約取引を行っております。 

 ２ 取引に対する取組方針 

事業活動上生じる金融の市場リスクを回避する目

的でデリバティブ取引を行っております。 

 ３ 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引には、為替相場変動のリスクを有して

おります。 

なお、デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国

内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用

リスクはないと判断しております。 

 ４ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引管理規程に基づき担当取締役の

承認後、所管部署が実行と残高の把握及び管理を行っ

ております。 

また、管理本部長は月次の取締役会にデリバティブ

取引を含んだ財務報告を行っております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自 2006 年３月１日 至 2007 年２月 28 日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 2007 年３月１日 至 2008 年２月 29 日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 通貨関連 

種    類 契約額等（百万円）
契約額等のうち１年超 

（百万円） 
時価（百万円） 

評 価 損 益 
（百万円） 

為替予約取引     

買 建 14 － 14 △   0 

(注) 時価の算定方法 

為替予約取引--------------先物為替相場によっております。 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社は、親会社であるイオン株式会社及び同

社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の

企業年金基金制度並びに確定拠出年金制度及び退職

金前払制度を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △ 1,708 百万円

年金資産 860 百万円

未積立退職給付債務 △  848 百万円

未認識数理計算上の差異 332 百万円

退職給付引当金 △  515 百万円 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △1,765 百万円

年金資産 893 百万円

未積立退職給付債務 △872 百万円

未認識数理計算上の差異 356 百万円

退職給付引当金 △515 百万円 
３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 219 百万円

利息費用 30 百万円

期待運用収益 △    18 百万円

数理計算上の差異の 
費用処理額 

56 百万円

その他(注) 83 百万円

退職給付費用 371 百万円

（注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額で

あります。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 226 百万円

利息費用 32 百万円

期待運用収益 △16 百万円

数理計算上の差異の 
費用処理額 

54 百万円

その他(注) 81 百万円

退職給付費用 378 百万円

（注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額

であります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の 
期間配分方法 

期間定額基準

割引率 2.4％

期待運用収益率 2.31％

数理計算上の差異の 
処理年数 

発生翌年度より10年

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の 
期間配分方法 

期間定額基準

割引率 2.4％ 

期待運用収益率 1.92％ 

数理計算上の差異の 
処理年数 

発生翌年度より10年 

  

 

 
 

(ストック・オプション等関係) 

   前連結会計年度(自 2006年３月１日 至 2007年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

   当連結会計年度(自 2007年３月１日 至 2008年２月29日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

１株当たり純資産額 1,759.84円
 

１株当たり純資産額 1,765.94円
 

１株当たり当期純利益 93.39円
 

１株当たり当期純利益 105.15円
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎  
１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 51,941 52,229

普通株式に係る純資産額（百万円） 50,894 51,069

差額の主な内訳(百万円） 

 少数株主持分 1,046 1,160

普通株式の発行済株式数(千株） 29,372 29,372

普通株式の自己株式数（千株） 452 453

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千

株） 
28,920 28,919

 

２ １株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 2,706 3,040 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（内、利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,706 3,040 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,976 28,919 

 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

役員退職慰労金制度の廃止と取締役に対する株式報酬型ス

トックオプション制度の導入 

 当社グループは2007年5月15日開催の定時株主総会に

おいて、従来の役員退職慰労金制度を廃止し在任中の取

締役及び監査役に対し役員退職慰労金を打ち切り支給

し、ならびに取締役に対して株式報酬型ストックオプシ

ョンを付与することを決議いたしました。 

――――――― 
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５ 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(2007年２月28日) 

当事業年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金   8,482 10,070   1,587

 ２ 加盟店貸勘定 ※１  3,005 3,183   177

 ３ 有価証券   3,987 6,217   2,229

 ４ 商品   622 642   19

 ５ 貯蔵品   8 24   16

 ６ 前払費用   1,112 1,377   264

 ７ 繰延税金資産   312 464   152

 ８ 短期貸付金   6,102 1,451   △ 4,650

 ９ 未収入金   3,273 4,026   753

 10 １年内回収予定差入 

   保証金 
  974 1,066

 
 91

 11 その他   193 367   173

 12 貸倒引当金   △  66 △ 345   △ 278

  流動資産合計   28,009 33.3 28,545 33.5  536

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

   (1) 建物  14,760 15,854  1,094 

     減価償却累計額  5,060 9,700 5,392 10,462  331 762

   (2) 構築物  4,438 4,832  393 

     減価償却累計額  1,430 3,007 1,718 3,114  287 106

   (3) 器具及び備品  13,511 13,966  455 

     減価償却累計額  7,953 5,557 7,781 6,185  △ 172 627

   (4) 土地   325 325   0

   (5) 建設仮勘定   564 418   △ 146

    有形固定資産合計   19,155 22.8 20,505 24.1  1,349
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前事業年度 

(2007年２月28日) 

当事業年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウエア   515 638   123

  (2) その他   0 0   0

   無形固定資産合計   515 0.6 638 0.7  123

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券   9,966 7,359   △ 2,607

  (2) 関係会社株式   6,688 6,511   △ 177

  (3) 優先出資証券参加権 ※２  2,000 －   △ 2,000

  (4) 長期貸付金   4 2,504   2,499

  (5) 長期前払費用   1,034 1,255   221

  (6) 差入保証金   16,892 18,072   1,179

  (7) その他   181 193   12

  (8) 貸倒引当金   △ 294 △ 426   △ 132

   投資その他の資産合計   36,475 43.3 35,471 41.7  △ 1,003

  固定資産合計   56,146 66.7 56,616 66.5  469

  資産合計   84,155 100.0 85,161 100.0  1,005
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前事業年度 

(2007年２月28日) 

当事業年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金   12,740 13,476   735

 ２ 加盟店借勘定 ※３  559 536   △ 22

 ３ 未払金   2,811 2,867   56

 ４ 未払法人税等   1,169 1,187   17

 ５ 未払消費税等   101 152   50

 ６ 未払費用   317 321   4

 ７ 預り金   5,875 6,638   762

 ８ 前受収益   198 173   △ 24

 ９ 賞与引当金   194 250   56

 10 役員賞与引当金   19 43   24

 11 閉店損失引当金   90 117   27

 12 その他   187 144   △ 42

  流動負債合計   24,266 28.8 25,911 30.4  1,644

Ⅱ 固定負債     

 １ 繰延税金負債   1,267 314   △ 952

 ２ 退職給付引当金   153 202   49

 ３ 役員退職慰労引当金   94 －   △ 94

 ４ 預り保証金 ※４  5,278 4,867   △ 410

 ５ 長期前受収益   84 69   △ 15

 ６ その他   － 92   92

  固定負債合計   6,878 8.2 5,547 6.5  △ 1,331

  負債合計   31,145 37.0 31,458 36.9  313
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前事業年度 

(2007年２月28日) 

当事業年度 

(2008年２月29日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

構成比

(％) 
金額(百万円) 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   7,491 8.9 7,491 8.8  －

 ２ 資本剰余金     

  (1) 資本準備金  7,645 7,465  － 

  (2) その他資本剰余金  0 0  0 

   資本剰余金合計   7,645 9.1 7,645 9.0  0

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金  1,872 1,872  － 

  (2) その他利益剰余金     

    特別償却準備金  3 0  △ 3 

    別途積立金  29,000 31,000  2,000 

    繰越利益剰余金  3,482 3,746  264 

   利益剰余金合計   34,359 40.8 36,619 43.0  2,260

 ４ 自己株式  △ 807 △ 809  △ 2 △ 0.9 △ 1.0 

  株主資本合計   48,688 57.9 50,946 59.8  2,258

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券評価 

   差額金 
  4,321 2,756   △ 1,565

  評価・換算差額等合計   4,321 5.1 2,756 3.3  △ 1,565

  純資産合計   53,010 63.0 53,703 63.1  692

  負債純資産合計   84,155 100.0 85,161 100.0  1,005
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(2) 損益計算書 

 

  

前事業年度 

(自 2006年３月１日 

 至 2007年２月28日) 

当事業年度 

(自 2007年３月１日 

 至 2008年２月29日) 

比較増減 

区分 
注記

番号

百分比

(％) 
金額(百万円) 

百分比

(％) 
金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業収入     

 １ 加盟店からの収入      28,294     30,566  2,271 

加盟店からの収入の対象

となる加盟店売上高は次

のとおりであります。 

    前事業年度 

244,383百万円 

    当事業年度 

257,836百万円 

直営店売上高との合計額

は次のとおりであります。 

    前事業年度 

268,189百万円 

    当事業年度 

282,240百万円 

    

 ２ その他の営業収入 ※１      5,786 34,081 58.9      6,067 36,633 60.0 280 2,552

Ⅱ 売上高  ※２   23,805
(100.0)

41.1
   24,404

(100.0) 

40.0 
599

  営業総収入合計         57,886 100.0     61,038 100.0 3,151

Ⅲ 売上原価 ※２  17,626  (74.0) 34817,974  (73.7)  

   売上総利益 ※２  (6,178)  (26.0) (6,429)  (26.3)  (250)

   営業総利益        40,260 69.5     43,063 70.6 2,803

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※３      32,954 56.9     35,510 58.2  2,556

   営業利益        7,305 12.6      7,552 12.4  247

Ⅴ 営業外収益 ※４         630 1.1        839 1.4  209

Ⅵ 営業外費用             9 0.0         46 0.1 37

   経常利益        7,925 13.7      8,345 42013.67  

Ⅶ 特別利益 ※５  0.2        234 0.4        128  △ 105

Ⅷ 特別損失 
※６

3.9 4.2 338
※７

      2,255      2,593  

   税引前当期純利益 9.6        5,905 10.2      5,881  △ 23

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 2,585 2,509  △ 75 

   法人税等調整額   4.2△171 2,414 △ 31 2,478  4.0 139 △ 63

   当期純利益 6.0 5.6 △ 87       3,490      3,402  

 
 

45 



ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 2006年３月１日 至 2007年２月28日) 

 
株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本 

準備金

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

利益 

準備金 特別償却

準備金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金 

その他利
益剰余金
合計 

利益剰余

金合計

2006年２月28日残高(百万円) 0 10 27,000 3,124 7,491 7,645 7,645 1,872 30,135 32,008

当事業年度中の変動額 

   2006年5月株主総会決議に基づく利益処
分による任意積立金取崩額(注)１ 

△ 3 3 － －

  2006年5月株主総会決議に基づく  
  利益処分項目(注)２ 

2,000 △2,575 △ 575 △ 575

  2006年10月取締役会決議に基づく 
  利益剰余金の処分項目 

△ 565 △ 565 △ 565

  当事業年度に係る特別償却準備金の 
  取崩額 

3 － －△ 3

 当期純利益 3,490 3,490 3,490

 自己株式の取得 

 自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当事業年度中の
変動額(純額) 

当事業年度中の変動額合計(百万円) － － 0 0 △ 6 2,000 2,350 2,350－ 357 

2007年２月28日残高(百万円) 1,872 3 3,482 32,4867,491 7,645 0 7,645 29,000 34,359

 

株主資本 評価・換算差額等  

 
 

自己株式 
その他有価証

券評価差額金  
株主資本合計

評価・換算差

額等合計

純資産合計 

2006年２月28日残高(百万円) △ 656  5,694 5,69446,489 52,183  
当事業年度中の変動額  
2006年5月株主総会決議に基づく利益処
分による任意積立金取崩額(注)１ 

－ － 
 

  2006年5月株主総会決議に基づく  
  利益処分項目(注)２ 

△ 575 △ 575 
 

  2006年10月取締役会決議に基づく 
  利益剰余金の処分項目 

△ 565 △ 565 
 

  当事業年度に係る特別償却準備金の 
  取崩額 

－ － 
 

 当期純利益 3,490 3,490  
 自己株式の取得 △ 151 △ 151  △ 151 

 自己株式の処分  0 0 0 

株主資本以外の項目の当事業年度中の変
動額(純額) 

△ 1,372 △ 1,372 
 

△ 1,372

当事業年度中の変動額合計(百万円） △ 151 △ 1,372  2,199 △ 1,372 826 

2007年２月28日残高(百万円） △ 807 48,688 4,321 4,321 53,010  
(注)１ 2006年５月定時株主総会決議に基づく利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりです。  

        特別償却準備金取崩額        3百万円   

(注)２ 2006年５月定時株主総会決議に基づく利益処分項目は次のとおりです。  

        配当金                550百万円  

        任意積立金  

         別途積立金          2,000百万円  

        役員賞与金             24百万円  
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当事業年度(自 2007年３月１日 至 2008年２月29日) 

 
株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 

準備金

その他

資本剰

余金

資本剰余

金合計

利益 

準備金
繰越利益剰

余金 

利益剰余

金合計
特別償却

準備金

別途 

積立金

その他利

益剰余金

合計 

2007年２月28日残高(百万円) 7,491 7,645 34,3590 7,645 1,872 3 29,000 3,482 32,486 

当事業年度中の変動額 

    2007年5月株主総会決議に基づく利益
剰余金の処分項目(注)１ 

2,000 △2,563 △ 563 △ 563

  2007年10月取締役会決議に基づく 
  利益剰余金の処分項目 

△ 578 △ 578 △ 578

  当事業年度に係る特別償却準備金の 
  取崩額 

△ 3 3 － －

 当期純利益 3,402 3,4023,402 

 自己株式の取得 

 自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当事業年度中の
変動額(純額) 

当事業年度中の変動額合計(百万円) － － 0 0 － △ 3 2,000 264 2,260 2,260

2008年２月29日残高(百万円) 7,645 0 0 3,746 7,491 7,645 1,872 31,000 34,736 36,619

 

株主資本 評価・換算差額等 
 

 

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差額
等合計 

純資産合計 

 

2007年２月28日残高(百万円) △ 807 48,688 53,010 4,321 4,321  
当事業年度中の変動額 

 
 

    2007年5月株主総会決議に基づく利益
剰余金の処分項目(注)１ 

 △ 563 △ 563 
 

  2007年10月取締役会決議に基づく 
  利益剰余金の処分項目 

 △ 578 △ 578 
 

  当事業年度に係る特別償却準備金の 
  取崩額  

 － － 

 当期純利益  
 

3,402 3,402 

 自己株式の取得 △ 2 △ 2 △ 2  
 自己株式の処分 0 0 0  
株主資本以外の項目の当事業年度中の
変動額(純額) 

 △1,565 △1,565 △1,565 
 

当事業年度中の変動額合計(百万円） △ 2 2,258 692 △1,565 △1,565
 

2008年２月29日残高(百万円） 2,756△ 809 50,946 2,756 53,703  
(注)１ 2007年５月定時株主総会決議に基づく剰余金処分項目は次のとおりです。  

        配当金                563百万円  

        任意積立金  

         別途積立金          2,000百万円  
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(4) 重要な会計方針 

 

項目 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 前事業年度 
(自 2006年３月１日 (自 2007年３月１日 

至 2008年２月29日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

 同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  同左  

      

      

      

 時価のないもの 

  同左 

２ デリバティブの評価基準 ――――――― 時価法 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

  「企業会計原則と関係諸法令との

調整に関する連続意見書」第四に定

める売価還元平均原価法 

 最終仕入原価法 

 

  ただし、店内加工ファストフード

は最終仕入原価法 

貯蔵品 

商品 

  同左 

 

 

 

貯蔵品 

  同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 経済的耐用年数に基づく定額法 

  各資産別の経済的耐用年数として

下記の年数を採用しております。 

 建物 

  店舗・事務所      20年 

 構築物        10～20年 

 器具及び備品 

  建物附属設備    ８～18年 

  看板工事      ５～10年 

  店舗什器他     ４～６年 

有形固定資産 

  同左 

 無形固定資産 

 定額法 

  なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間(原則５年)に基づく定額法 

無形固定資産 

  同左 

 長期前払費用 

 契約期間に基づく均等額償却 

長期前払費用 

  同左 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失の発生に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

貸倒引当金 

  同左 

 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当期に対応す

る金額を計上しております。 

賞与引当金 

  同左 
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項目 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

 

役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支払

に充てるため、支給見込額のうち当

事業年度に対応する金額を計上して

おります。 

役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支払

に充てるため、支給見込額のうち当

事業年度に対応する金額を計上して

おります。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。これに

より営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ19百万円減少

しております。 

 閉店損失引当金 

  店舗閉店に伴い発生する損失に備

え、店舗閉店により合理的に見込ま

れる中途解約違約金及び原状回復費

等の閉店関連損失見込額を計上して

おります。 

閉店損失引当金 

  同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。なお、数理計

算上の差異は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数

(10年)による定額法により翌期から

費用処理しております。  

退職給付引当金 

  同左 

 

    ――――――― 

役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備え、

内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

役員退職慰労引当金 

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

  同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  同左 

８ 消費税等の会計処理方法  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

  同左 
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(5) 重要な会計方針の変更 

(会計処理の変更) 

前事業年度 
(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は53,010百万円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

――――――― 

      

      

      

      

      

 

(追加情報) 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

――――――― 

  当社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上してまいりましたが、2007年５月15日開催の第28

期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度

が廃止されたことに伴い、当制度廃止時の要支給額を役

員の退任時に支払うこととしております。 

（役員退職慰労引当金） 

これに伴い、当該定時株主総会終了時の要支給額（92

百万円）は、固定負債「その他」に計上しております。
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(2007年２月28日) 
当事業年度 

(2008年２月29日) 

※１ 加盟店貸勘定は、加盟店から送金を受けた売上代

金等から、フランチャイズ契約に基づき、当社が

受取るロイアルティ、加盟店の仕入代金及び諸経

費等を充当決済した結果、加盟店との間に発生し

た営業債権であります。 

※１  同左 

※２ イオン㈱との契約に基づく優先出資証券の元本及

び配当を受領する権利に係る参加権であります。

※２     ―――――――  

 

※３ 加盟店借勘定は、加盟店から送金を受けた売上代

金等から、フランチャイズ契約に基づき、当社が

受取るロイアルティ、加盟店の仕入代金及び諸経

費等を充当決済した結果、加盟店との間に発生し

た営業債務であります。 

※３  同左 

※４ 預り保証金の主なものは、加盟店からのものであ

ります。 

※４  同左 

 

 

51 



ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(損益計算書関係) 

  

至 2007年２月28日) 

前事業年度 
(自 2006年３月１日 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

※１ その他の営業収入の主要項目 

事務代行収入 4,849百万円

ロイアルティ収入 522百万円

開店準備費収入 171百万円
 

※１ その他の営業収入の主要項目 

事務代行収入 5,120百万円 

141百万円 

ロイアルティ収入 549百万円 

開店準備費収入 
 

※２ 売上高、売上原価、売上総利益は、直営店に係る

ものであります。 

※２   同左 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主要項目 

販売手数料 1,840百万円

広告宣伝費 2,474百万円

従業員給与･賞与 7,484百万円

減価償却費 2,822百万円

広告宣伝費 

43百万円 

賞与引当金繰入額 194百万円

役員退職慰労引当金繰入額 19百万円

地代家賃 9,514百万円

動産リース料 1,078百万円

事務外注費 1,755百万円
 

※３ 販売費及び一般管理費の主要項目 

販売手数料 1,742百万円 

2,414百万円 

従業員給与･賞与 7,679百万円 

賞与引当金繰入額 250百万円 

役員賞与引当金繰入額 

地代家賃 11,111百万円 

動産リース料 778百万円 

減価償却費 3,128百万円 

事務外注費 1,801百万円 
 

※４ 営業外収益の主要項目 

受取利息 336百万円

受取配当金 226百万円

（うち、関係会社からのもの） (81百万円)
 

※４ 営業外収益の主要項目 

受取利息 440百万円 

受取配当金 311百万円 

（うち、関係会社からのもの） (81百万円)
 

※５ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益 60百万円
 

※５ 特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益 85百万円 
 

※６ 特別損失の主要項目 

195百万円

閉店損失引当金繰入額 131百万円 

閉店損失引当金繰入額 117百万円 

減損損失 1,315百万円

退店撤去費用 352百万円

退店保証金償却 

固定資産除却損 145百万円

90百万円
 

※６ 特別損失の主要項目 

減損損失 1,245百万円 

退店撤去費用 348百万円 

退店保証金償却 254百万円 

貸倒引当金繰入額 240百万円 

固定資産除却損 
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前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

※７ 減損損失 

当期において、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

                （単位 百万円） 

用途 種類 場 所 店舗数 金額 

店舗 建物等 東日本地区 138 893

店舗 建物等 西日本地区 55 422

合計 193 1,315
 

※７ 減損損失 

当期において、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

                （単位 百万円） 

用途 種類 場 所 店舗数 金額 

店舗 780建物等 東日本地区 128 

店舗 建物等 西日本地区 63 464

合計 191 1,245
 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動から生ずる損益が継続して

マイナス又は継続してマイナスとなる見込みである

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動から生ずる損益が継続して

マイナス又は継続してマイナスとなる見込みである

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

(3) 減損損失の金額 

（単位 百万円） 

種類 金額 

建物 777 

構築物 173 

器具及び備品 364 

合計 1,315 
 

(3) 減損損失の金額 

             （単位 百万円） 

種類 金額 

建物 738 

構築物 165 

器具及び備品 341 

合計 1,245 
 

(4) 資産のグルーピングの方法 

      キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

    店舗を基礎としてグルーピングしております。 

(4) 資産のグルーピングの方法 

      キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

    店舗を基礎としてグルーピングしております。 

(5) 回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は正味売却価額また

は使用価値により測定しております。正味売却価額

は、土地については固定資産税評価額等を基に算定

した金額により、その他の固定資産については取引

事例等を勘案した合理的な見積りにより評価してお

ります。また、使用価値は、将来キャッシュ・フロ

ーを7.2％で割り引いて算定しております。  

(5) 回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は正味売却価額また

は使用価値により測定しております。正味売却価額

は、土地については固定資産税評価額等を基に算定

した金額により、その他の固定資産については取引

事例等を勘案した合理的な見積りにより評価してお

ります。また、使用価値は、将来キャッシュ・フロ

ーを7.6％で割り引いて算定しております。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 2006 年３月１日 至 2007 年２月 28 日） 

１ 発行済み株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 29,372 － － 29,372

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 375 77 0 452

 
 （変動事由の概要）  

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   取締役会決議に基づく市場買付による増加     75千株 

   単元未満株式の買取による増加            1千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少        0千株 

     

当事業年度(自 2007 年３月１日 至 2008 年２月 29 日） 

１ 発行済み株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 29,372 － － 29,372

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 452 1 0 453

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取による増加            1千株 
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係るもの 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係るもの 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
器具及び 
備品 
(百万円) 

 
車両運搬具 
(百万円) 

 
合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 

2,807  288  3,095

減価償却 
累計額 
相当額 

1,656  164  1,821

期末残高 
相当額 

1,150   123  1,274
 

 
器具及び
備品 
(百万円)

車両運搬具 
(百万円) 

 
合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 

2,659 279  2,938

減価償却 
累計額 
相当額 

1,753 152  1,906

期末残高 
相当額 

905 126  1,032
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額          

１年内 571百万円

１年超 722百万円

計 1,293百万円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 477百万円 

１年超 569百万円 

計 1,046百万円  
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 999百万円

減価償却費相当額 963百万円

支払利息相当額 21百万円 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 

支払利息相当額 

667百万円 

減価償却費相当額 623百万円 

18百万円  
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

  利息相当額の算定方法 

   同左 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(2007 年２月 28 日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(2008 年２月 29 日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(2007年２月28日) 
当事業年度 

(2008年２月29日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(1) 流動資産 

 (繰延税金資産) 

 未払事業税 102百万円
 賞与引当金 78百万円
 閉店損失引当金 36百万円
 その他 94百万円

 計 312百万円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(1) 流動資産 

 (繰延税金資産) 

 貸倒引当金 133百万円
 未払事業税 105百万円
 賞与引当金 101百万円
 その他 124百万円

 計 464百万円 
(2) 固定負債 

 (繰延税金資産) 

 有形固定資産 1,162百万円
 関係会社株式評価損 218百万円
 その他 412百万円

 計 1,793百万円
 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 2,946百万円
 特別償却準備金 2百万円
 その他 112百万円

 計 3,061百万円

 繰延税金負債の純額 1,267百万円
  

(2) 固定負債 

 (繰延税金資産) 

 有形固定資産 943百万円
 関係会社株式評価損 289百万円
 貸倒引当金 170百万円
 その他 344百万円

 計 1,748百万円
 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 1,897百万円
 その他 165百万円

 計 2,063百万円

 繰延税金負債の純額 314百万円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

同左 
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

１株当たり純資産額 1,833.00円
 

１株当たり純資産額 1,857.02円
 

１株当たり当期純利益 120.47円
 

１株当たり当期純利益 117.67円
 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式がないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式がないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度 

（2007年２月28日) 
当事業年度 

（2008年２月29日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 53,010 53,703

普通株式に係る純資産額（百万円） 53,010 53,703

普通株式の発行済株式数(千株） 29,372 29,372

普通株式の自己株式数（千株） 452 453

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（千株） 
28,920 28,919

 

 

２ １株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

損益計算書上の当期純利益（百万円） 3,490 3,402 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（内、利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,490 3,402 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,976 28,919 

 

(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 2006年３月１日 
至 2007年２月28日) 

当事業年度 
(自 2007年３月１日 
至 2008年２月29日) 

役員退職慰労金制度の廃止と取締役に対する株式報酬型

ストックオプション制度の導入 

 当社は2007年5月15日開催の定時株主総会において、

従来の役員退職慰労金制度を廃止し在任中の取締役及

び監査役に対し役員退職慰労金を打ち切り支給し、な

らびに取締役に対して株式報酬型ストックオプション

を付与することを決議いたしました。 

―――――――  
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ミニストップ㈱ （9946）2008 年 2 月期 決算短信 

６ その他 

(1) 役員の異動（2008年５月21日付） 

①代表者の異動 

取締役会長    横尾  博（現 代表取締役社長） 

代表取締役社長  阿部 信行（現 常務取締役 ＦＣサポート本部長） 

 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役    小西 守彦（現 東日本営業本部長） 

取締役    伊藤 隆俊（現 経営企画室長） 

・退任予定取締役 

取 締 役  海保 紳一（現 ファストフード商品本部長） 

・昇格取締役 

常務取締役  前田 昭彦（現 取締役 商品本部長） 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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