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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21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）

売上高 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 ％

22年2月期第1四半期 6,176 ― 126 ― 252 ― 107 ―

21年2月期第1四半期 6,022 △1.5 171 △8.7 162 14.4 89 46.4

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

22年2月期第1四半期 4.35 ―

21年2月期第1四半期 3.62 3.62

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

22年2月期第1四半期 12,027 3,938 32.7 159.56
21年2月期 10,487 3,818 36.4 154.68

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,938百万円 21年2月期  3,818百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

21年2月期 ― 3.50 ― 2.00 5.50
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

12,900 ― 490 ― 530 ― 300 ― 12.15

通期 25,300 0.1 610 6.8 650 94.6 295 ― 11.95
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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  有  
[(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。] 

(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） 

[(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 
２．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、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前
提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 25,320,000株 21年2月期  25,320,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  635,200株 21年2月期  635,400株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 24,684,773株 21年2月期第1四半期 24,827,190株
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(1) 当第１四半期連結累計期間の概況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ感を背景に株価は緩やかな回復基調にあるもの

の、世界的金融危機の影響による国内の景況感は、依然として好転の兆しが見えない状況が続いております。特に

雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込みの影響は大きく、国内の景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

(2) コンビニエンス・ストア事業の概況 

コンビニエンス・ストア業界におきましては、景気動向の影響を受けにくい業態ではありますが、昨今の景気悪

化により消費者の節約意識がさらに高まり、客単価の下落や買上げ品数の減少など、購買意欲の低下が見受けられ

ます。このような状況の対応策といたしまして、各社低価格かつ品質重視のＰＢ商品の取扱品目を増やすなどの施

策に取り組みました。 

 このような状況のもと、当社グループのコンビニエンス・ストア事業におきましては、商品の品揃えを向上すべ

く、当社オリジナルのＰＢ商品の拡大を進めてまいりました。またタスポが導入されたことによる店頭でのタバコ

対面販売の効果が一巡する夏場以降に備え、店舗社員及びアルバイトなどの店舗スタッフへの教育に力を注ぎ、基

本業務の徹底に取り組みました。また、雇用環境の変化により、人件費の見直しを図ることで経費削減にも努めま

した。店舗開発面におきましては、収益性を重視した開発を進め、不採算店を１店舗閉店した結果、当第１四半期

連結会計期間末におけるコンビニエンス・ストア店舗数は134店舗となっております。なお、今後も収益性を第一に

考え、既存店の店舗賃料の見直しや好条件物件への新規出店を進めてまいります。 

 当社グループのコンビニエンス・ストア事業における業績は、加盟店を含む全店売上高68億71百万円 (対前年同

期比0.2％増)、既存店平均日販556千円 (対前年同期比0.6％減)、既存店平均客数1,004人 (対前年同期比1.5％

増)、既存店客単価563円 (対前年同期比2.1％減)となりました。 

(3) その他事業の概況 

その他事業におきましては、新しい取り組みの一つでもありますビジネスホテル事業ですが、年内の開業に向け

ての準備は順調に進んでおります。今後におきましても進捗状況を報告してまいります。 

 また、連結子会社である株式会社エフ．エイ．二四におきましては、主力事業でありますクリーニング取次サー

ビス事業は新規取引先の拡大が進み順調に推移いたしました。また、お片づけ・お掃除事業に関しましても、固定

客の拡大に努めた結果、収益の向上に繋がりました。 

 以上の施策の結果、当社グループの第１四半期連結累計期間における業績は、売上高が61億76百万円 (対前年同

期比2.6％増)、営業利益が１億26百万円 (対前年同期比26.0％減)、経常利益が２億52百万円 (対前年同期比54.8％

増)、当第１四半期純利益が１億７百万円 (対前年同期比19.6％増)となりました。 

 なお、対前年同期比は参考数値として記載しております。 

  

【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
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(資産) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて15億40百万円(14.7％)増加し120億27

百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が10億97百万円増加したことが影響し、流動資産が12億89百

万円増加いたしました。また、長期貸付金が７億50百万円減少したことや、土地が11億23百万円増加したことなど

により固定資産が２億50百万円増加したことが総資産増加の主な内訳であります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて14億20百万円(21.3％)増加し、80

億89百万円となりました。その主な内訳は、買掛金が４億16百万円、預り金が８億１百万円それぞれ増加したこと

で流動負債が11億76百万円増加いたしました。さらに、長期借入金が１億75百万円増加したことが影響し固定負債

が２億43百万円増加したことが、負債総額増加の主な内訳であります。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて１億20百万円(3.2％)増加し、39億38百万円

となりました。その主な内訳は、四半期純利益１億７百万円を計上したことによるものであります。 

  

当四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成21年４月10日に公表いたしました「平成21年２月期 決算短

信」の連結業績予想に変更はございません。 

  
  

該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

  ａ 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  ｂ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  ａ 税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

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

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)

(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
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① 四半期財務諸表に関する会計基準 

 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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準 

 当第１四半期連結会計期間から、「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)を適用しております。これに伴い、商品の評価基準につきましては売価還元法によ

る原価法から売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

(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
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５.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,577,005 1,479,612

加盟店貸勘定 9,014 20,702

売掛金 66,290 36,928

有価証券 469,519 366,874

商品及び製品 456,491 393,372

その他 409,787 400,455

貸倒引当金 △5,600 △5,200

流動資産合計 3,982,509 2,692,746

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 857,920 881,806

土地 1,806,602 683,002

その他（純額） 607,013 614,661

有形固定資産合計 3,271,535 2,179,470

無形固定資産 39,947 53,936

投資その他の資産   

投資有価証券 543,275 577,388

長期貸付金 1,854 752,111

敷金及び保証金 1,212,084 1,223,609

投資不動産 2,768,026 2,760,531

その他 211,744 250,553

貸倒引当金 △3,200 △3,300

投資その他の資産合計 4,733,786 5,560,894

固定資産合計 8,045,269 7,794,301

資産合計 12,027,778 10,487,047

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,531,466 1,114,778

加盟店借勘定 45,629 42,439

1年内返済予定の長期借入金 299,996 199,996

未払金 363,693 586,920

未払法人税等 113,648 26,936

預り金 1,748,938 947,722

賞与引当金 153,900 102,000

その他 418,134 477,745

流動負債合計 4,675,406 3,498,538

固定負債   

長期借入金 2,750,018 2,575,017

リース債務 220,597 147,078

長期預り保証金 402,883 404,270

その他 40,148 43,998

固定負債合計 3,413,646 3,170,364

負債合計 8,089,053 6,668,903
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,000 1,200,000

資本剰余金 164,064 164,064

利益剰余金 2,745,963 2,687,864

自己株式 △123,980 △124,003

株主資本合計 3,986,048 3,927,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,323 △109,781

評価・換算差額等合計 △47,323 △109,781

純資産合計 3,938,725 3,818,144

負債純資産合計 12,027,778 10,487,047
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,176,841

売上原価 4,420,768

売上総利益 1,756,072

販売費及び一般管理費 1,629,251

営業利益 126,821

営業外収益  

受取利息 5,701

受取配当金 536

有価証券運用益 106,938

投資有価証券売却益 1,388

不動産賃貸料 102,113

その他 2,018

営業外収益合計 218,697

営業外費用  

支払利息 14,771

為替差損 12,525

不動産賃貸費用 63,078

その他 3,062

営業外費用合計 93,438

経常利益 252,080

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,800

特別利益合計 1,800

特別損失  

有形固定資産除却損 711

店舗閉鎖損失 5,332

減損損失 26,790

リース解約損 3,424

特別損失合計 36,258

税金等調整前四半期純利益 217,622

法人税、住民税及び事業税 107,260

過年度法人税等 2,893

法人税等合計 110,153

四半期純利益 107,468
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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。 

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコ

ンビニエンス・ストア事業の割合がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 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) セグメント情報

(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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 前年同四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第１四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日
  至 平成20年５月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 5,827,861
96.8

(100.0)

Ⅱ 営業収入 194,483 3.2

 営業総収入合計 6,022,344 100.0

Ⅲ 売上原価 4,249,052
70.6
(72.9)

 売上総利益 (1,583,968) (27.1)

 営業総利益 1,773,291 29.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,601,838 26.6

 営業利益 171,453 2.8

Ⅴ 営業外収益 116,649 1.9

Ⅵ 営業外費用 125,301 2.0

 経常利益 162,801 2.7

Ⅶ 特別利益 45,843 0.8

Ⅷ 特別損失 58,798 1.0

 税金等調整前四半期(当期)純利益   149,846 2.5

 法人税・住民税及び事業税  60,000

 法人税等調整額 ─

 過年度法人税等 ─ 60,000 1.0

 四半期(当期)純利益 89,846 1.5
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