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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６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 ％

21年３月期第１四半期 32,933 4.6  △224 － △204 － △226 －

20年３月期第１四半期   31,479 △0.1 466 193.3 394 146.1 188 905.1

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

21年３月期第１四半期 △1,296 23 (注)1. － －

20年３月期第１四半期 1,205 83 (注)2. － －
(注) 1. 21年3月期第１四半期は１株当たり当期損失を計上しているため、記載しておりません。

2. 20年3月期第１四半期は、希薄効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

※ 当第１四半期より売上高を営業総収入としております。

　(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

21年３月期第１四半期 27,867 11,059 39.7 63,317 88

20年３月期 28,204 11,318 40.1 64,569 33
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 11,059百万円 20年３月期 11,318百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 － － － － － － － － － －

21年３月期 － － － － － － － － － －

21年３月期(予想) － － － － － － － － － －

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 67,900 8.4 240 △64.0 230 △59.8 20 △88.6 124 55

通期 137,300 11.6 550 37.0 520 45.8 60 26.8 373 65
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) 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 ： 無

(3) 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（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もの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。
(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）

21年3月期第1四半期 176,704株 20年3月期 176,704株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 2,042株 20年3月期 1,417株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 175,008株 20年3月期第1四半期 160,576株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要
素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。
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㈱九九プラス（3338) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日の３ヵ月間）におけるわが国の経済は米国景気の後

退、原油・原材料価格の高騰、円高・株安などにより先行き不透明さを増しつつあります。また、食品など

の相次ぐ値上げによる消費者物価の上昇から、個人消費にも陰りが出ています。小売業界においては、業種

業態を越えた各社間の競争激化、食の安全不安による消費者行動の変化、食品メーカーの値上げなどにより、

依然として厳しい状況が続いています。 

　こうした中で当社グループは、「シングルプライス」、「適量・小分け」という基本コンセプトのもと、安

心・健康にこだわった価値ある商品の提供に尽力しました。さらに、株式会社ローソンとのグループシナジ

ーを最大限に発揮すべく、(1)既存店舗の活性化、(2)本部及び店舗業務の効率化、(3)企業基盤の確立といっ

た経営課題に、スピーディに取り組んでいます。 

　「既存店の活性化」については、さらなるお客様の信頼度と満足度の向上を目指し、「SHOP99」と「ローソ

ンストア100」の統合に向けた取り組みを開始しました。２月から手掛けている「ローソンストア100」をス

トアネームとした実験店を、関東及び関西エリアに改装を含め81店（６月末現在）開店しました。 

　商品面では、ローソングループと協力し、競争力の高い商品を積極的に開発、投入しました。①ローソン

グループとの統一プライベートブランド（PB）「バリューライン(VL)」商品は、６月末現在で「SHOP99」、「ロ

ーソンストア100」、「ローソンプラス」、「ローソン」に179アイテム投入しました。VLはナショナルブランド

（NB）商品の値上げが相次ぐ中、お客様からの高い支持を得て売上アップに貢献しています。②中食の強化を

目指し、共同開発したおにぎり、サンドイッチ、弁当も、４月から関東の店舗で発売し、すでに全国の店舗

で販売しています。③カットフルーツなどの新商品の投入や、主力商品のさらなる品質の向上で、女性客数

の増加につなげました。 

　販売面では、発注精度を向上させることでロス（売場で商品が品切れしていたり、余ったりしてしまうこ

と）を軽減し、粗利益の増加を目指しました。また、接客力の向上など従業員教育に努め、店舗運営力の強

化を図りました。 

　「本部及び店舗業務の効率化」においては、物流システムの合理化と、従業員の業務改善を図りました。

物流面では前期に引き続き、ローソングループの協力を受けて、物流センターの集約化を推進しました。６

月1日に西関東低温センター（埼玉県川越市）を稼働させるとともに、来年以降に予定していた関西エリアの

物流センターの集約化を前倒しで進めています。一方、４月から社長の深堀をリーダーとする業務改革委員

会を設置し、従業員が働きやすい職場や店舗の環境整備に努めるとともに、業務面の一層の効率化とコスト

削減を促進しています。 

　「企業基盤の確立について」は、フランチャイズチェーン（FC）化の本格展開に向け、新FCパッケージの

構築のための試験運用を両者共同で始めました。 

　新規出店については、店舗の収益構造の再構築を最優先とするため、三大商圏（首都圏、関西圏、中京圏）

を中心に「収益性の高い店舗開発に重点を置き、精査して出店する」という方針に従い、調査・検討に十分

時間をかけるようにしました。この結果、前期末に比べ10店（直営：出店13店・閉店１店、FC：閉店２店）

の増加となりました。 

　こうした背景のもと当第１四半期の連結経営成績について、営業総収入は32,933百万円、営業損失は224百

万円、経常損失は204万円、四半期純損失は226百万円となりました。 
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㈱九九プラス（3338) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、出店等による固定資産の増加や現金及び預金の減少等により前期末に比

べて337百万円減少し27,867百万円になりました。また、負債は買掛金の増加や約定返済による長期借入金の

減少等により前期末に比べて78百万円減少し16,808百万円となり、純資産は四半期純損失の計上等により前

期末に比べて258百万円減少し11,059百万円となりました。その結果、自己資本比率は39.7％（前期末40.1

％）となりました。 

　当第1四半期における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、557百万円増加しました。これは、減価

償却費449百万円及び仕入債務の増加540百万円等による増加と、税金等調整前四半期純損失309百万円及び法

人税等の支払154百万円等による減少によるものです。 

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、499百万円減少しました。これは、新規出店等に伴う有形固定

資産の取得による支出321百万円及びシステム投資に伴う無形固定資産の取得による支出148百万円等に使用

したことによるものです。 

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、535百万円減少となりました。これは、長期借入金の返済によ

る支出499百万円等による減少によるものです。 

　これらの結果により、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、期首残高に比較して478百万円減少して

7,993百万円となりました。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月14日に発表した業績予想に変更はありません。

なお業績予想は、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異なる可能性があります。

4. その他

 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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、売価還

元法による原価法を採用していましたが、当第１四半期連結会計期間より売価還元法による低価法に変更

しています。 

　この変更は、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が適用されることに伴い、当社の評価方法を見直したところ、売価還元低価法を採用

することにしたものです。 

　当該、会計処理の変更にあたり、期首商品に含まれる変更差額（商品評価損）62百万円を特別損失に計

上しています。 

　これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ10百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は72百万増

加しています。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日）最終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日）最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早

期に適用し、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わる方法に準じた会計処理から、通常の売買取引に係わる方法に準じた

会計処理に変更し、リース資産として計上しています。 
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㈱九九プラス（3338) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

　また、リース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定しています。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度前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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理を引き続き採

用しています。 

　これによる損益に与える影響は軽微です。 
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㈱九九プラス（3338) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 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1四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

現金及び預金 7,993 8,471

商品 3,409 3,464

貯蔵品 20 20

その他 2,563 2,513

貸倒引当金 △45 △45

流動資産合計 13,941 14,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,907 5,838

その他（純額） 1,313 1,176

有形固定資産合計 7,221 7,014

無形固定資産

ソフトウエア 2,730 2,913

その他 22 27

無形固定資産合計 2,752 2,940

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,379 3,355

その他 579 476

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 3,952 3,825

固定資産合計 13,926 13,781

資産合計 27,867 28,204

負債の部

流動負債

買掛金 9,755 9,215

1年内返済予定の長期借入金 1,796 1,796

未払法人税等 70 222

その他 2,549 2,676

流動負債合計 14,171 13,909

固定負債

長期借入金 2,173 2,672

その他 463 304

固定負債合計 2,636 2,976

負債合計 16,808 16,886

純資産の部

株主資本

資本金 5,338 5,338

資本剰余金 5,489 5,489

利益剰余金 334 561

自己株式 △103 △71

株主資本合計 11,059 11,318

純資産合計 11,059 11,318

負債純資産合計 27,867 28,204
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 32,232

加盟店からの収入 339

その他の営業収入 362

営業総収入 32,933

売上原価 24,517

売上総利益 8,416

販売費及び一般管理費

給料及び手当 3,871

その他 4,768

販売費及び一般管理費合計 8,639

営業損失（△） △224

営業外収益

受取利息 1

受取手数料 48

その他 5

営業外収益合計 54

営業外費用

支払利息 19

その他 14

営業外費用合計 34

経常損失（△） △204

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益 0

特別損失

減損損失 12

店舗閉鎖損失 32

商品評価損 62

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純損失（△） △309

法人税、住民税及び事業税 38

法人税等調整額 △121

法人税等合計 △82

四半期純損失（△） △226
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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）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

税金等調整前四半期純損失（△） △309

減価償却費 449

減損損失 12

のれん償却額 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息 △1

支払利息 19

店舗閉鎖損失 32

たな卸資産の増減額（△は増加） 54

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30

仕入債務の増減額（△は減少） 540

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37

小計 734

利息の受取額 1

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △154

営業活動によるキャッシュ・フロー 557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △321

無形固定資産の取得による支出 △148

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

長期貸付金の回収による収入 15

長期貸付けによる支出 △18

敷金及び保証金の回収による収入 10

敷金及び保証金の差入による支出 △37

投資活動によるキャッシュ・フロー △499

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △499

リース債務の返済による支出 △4

自己株式の取得による支出 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △478

現金及び現金同等物の期首残高 8,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,993
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。

重要な後発事象

該当事項はありません。
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「参考資料」

    （要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 31,479

Ⅱ 売上原価 23,027

　 売上総利益 8,452

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　1. 給与手当 3,582

　2. 地代家賃 1,201

　3. 水道光熱費 593

　4. リース料 570

　5. 減価償却費 314

　6. 連結調整勘定償却額 -

　7. のれん償却額 4

　8. その他 1,717

　 販売費及び一般管理費合計 7,985

　 営業利益 466

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 4

　2. 受入手数料 11

　3. その他 2

　 営業外収益合計 18

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 24

　2. その他 66

　 営業外費用合計 90

　 経常利益 394

Ⅵ 特別利益 -

Ⅶ 特別損失

　1. 減損損失 22

　2. 店舗閉鎖損 0

　3. その他 -

　 特別損失合計 22

　  税金等調整前四半期(当期)純利益 371

　 法人税等 183

　 四半期(当期)純利益 188
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㈱九九プラス（3338) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

　

　 （要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税金等調整前四半期(当期)純利益 371

　 減価償却費 358

      のれん償却額 4

　 貸倒引当金の増減額 0

　 受取利息 △ 4

　 支払利息 24

　 新株発行費 -

　 減損損失 22

　 店舗閉鎖損 0

　 その他の特別損失 -

      たな卸資産の増加額 △ 162

　 未収入金の増加額 167

　 その他資産の増加額 18

　 仕入債務の増加額 400

　 その他負債の増加額 △ 153

　 小計 1,047

　 受取利息の受取額 4

　 支払利息の支払額 △ 27

　 法人税等の支払額 △ 44

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 979

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △ 302

　 有形固定資産の売却による収入 -

　 無形固定資産の取得による支出 △ 564

      長期貸付金の回収による収入     29

      長期貸付金による支出 △ 4

      敷金・保証金差し入れによる支出 △ 63

      敷金・保証金の回収による収入 93

　 その他 0

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 809

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 長期借入金による収入 -

　 長期借入金の返済による支出 △ 499

　 新株発行による収入 -

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 499

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減 △ 329

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,641

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 9,312
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6. その他の情報

販売の状況

（１）販売実績

　 当第1四半期連結会計期間における直営店の販売実績を部門別に示すと、次のとおりです。

当第1四半期連結会計期間

販売部門
自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日

金額（百万円）

生鮮・デイリー 13,832

グローサリー 14,699

雑貨等 3,700

計 32,232

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれていません。

２ 商品部門別明細は下記のとおりです。

商品部門別 内訳

生鮮・デイリー 生鮮（農産、畜産、水産）／惣菜／和日配（豆腐等）・洋日配（乳製品等）

グローサリー 加工食品／菓子／飲料・酒

雑貨等 雑貨、新聞雑誌、書籍等

（２）地域別販売実績並びに店舗数

当第1四半期連結会計期間

地域 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日

金額 構成比 期間末店舗数
増減

店舗数（百万円） （％）

宮城県 934 2.9 25 1

茨城県 234 0.7 6 －

埼玉県 1,490 4.6 37 －

千葉県 1,781 5.5 42 －

東京都 10,479 32.5 219 7

神奈川県 5,197 16.1 105 1

岐阜県 288 0.9 7 －

静岡県 505 1.6 13 －

愛知県 3,576 11.1 92 1

京都府 1,430 4.5 34 －

大阪府 4,927 15.3 115 2

兵庫県 1,249 3.9 31 1

奈良県 136 0.4 5 －

合計 32,232 100.0 731 13

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれていません。

      ２ 上記の販売実績並びに店舗数にはFC店分は含まれていません。

      ３ 増減店舗数は、新規出店数13店にFC店からの転換店舗数１店を加え、閉店店舗数１店を除いた店

　 舗数です。
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※  参考資料

　 FC店販売実績並びに店舗数

当第1四半期連結会計期間

地域 自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日

金額 構成比 期間末店舗数
増減

店舗数（百万円） （％）

福島県 124 2.3 5 －

埼玉県 332 6.0 7 △ 1

千葉県 523 9.5 12 －

東京都 2,862 51.9 56 △ 1

神奈川県 1,280 23.3 26 －

愛知県 333 6.1 8 －

京都府 39 0.7 1 △ 1

大阪府 10 0.2 1 －

合計 5,507 100.0 116 △ 3

（注）１ 上記の金額には消費税等は含まれていません。

      ２ 増減店舗数は、直営店への転換店舗数１店、閉店店舗数２店のため、３店の減少です。
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