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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）

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 ％

22年2月期第1四半期 6,671 ― 0 ― 18 ― △143 ―

21年2月期第1四半期 7,167 0.8 91 △41.3 115 △35.1 △59 ―

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 △18.94 ―

21年2月期第1四半期 △7.79 ―

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 19,303 6,027 30.5 776.79
21年2月期 17,624 6,280 34.8 805.91

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  5,884百万円 21年2月期  6,137百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

11.00 ― 11.00 22.00

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  
 

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

15,300 ― 730 ― 750 ― 190 ― 24.77

通期 29,500 2.1 850 △8.5 900 △10.8 200 △24.3 26.07
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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)業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。 
(2)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。 

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  7,707,095株 21年2月期  7,707,095株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  131,767株 21年2月期  90,862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  7,590,323株 21年2月期第1四半期  7,692,170株
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当連結第1四半期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機による世界的な経済情勢の悪化や円高
の影響を受け、企業収益が大幅に減少するとともに、所得の伸び悩み、消費マインドの低下など厳しい状況で推移
しました。 

コンビニエンスストア業界におきましては、生活防衛意識の高まりに応じて、品質へのこだわりと低価格志向が一
層強まる中、依然として厳しい環境が続いております。  
   このような環境の下、当社グループは今期より始動した中期経営計画「顧客化推進プラン」に基づき、商売の基本
の徹底と小商圏ニーズの深耕を基本として、Tポイントサービスを活用した販売促進施策を展開しております。また、
横浜「開国博Y150」においては、オフィシャルスポンサーとして出店を図った他、横浜出身の人気アーティスト「ゆ
ず」とのコラボレーション企画等を展開し、首都圏におけるブランド力の向上を継続的に図った結果、来店客数が増
加したことなどもあり、既存店の売上高は前年実績を上回ることができました。  
以上の結果、当連結第１四半期におけるチェーン全店売上高は271億40百万円となりました。連結営業

総収入は直営店から加盟店への転換を積極的に進めたことなどにより66億71百万円となりました。また、
横浜「開国博Y150」への出店費用とＴポイントサービスの運用費用の計上などにより、連結営業利益は
0.2百万円となり、連結経常利益は18百万円となりました。四半期純損失は閉店損失の増加等により１億
43百万円となりました。 
  
  

当第一四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は16億79
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によるものであります。 
  負債につきましては、19億33百万円の増加となりました。これは主に預り金の増加15億59百万円による
ものであります。 
 純資産につきましては、2億53百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少2億27百万円に
よるものであります。  
  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が2億17百万円となりましたが、仕
入債務の増加及び収納代行預り金の増加等の要因により、23億12百万円の収入となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産、保証金・敷金、ソフトウェアの取得に
伴う支出等により、2億32百万円の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び配当金の支払等により、2億17百万円の
支出となりました。 
 以上の結果、当連結第1四半期末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度と比べ18
億62百万円増加し、29億10百万円となりました。 
  
  

平成22年２月中間期及び通期の業績予想につきましては、第１四半期における業績が概ね計画通り推移してい
るため、現時点では平成21年４月２日に発表した予想から変更はありません。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(１）資産、負債及び純資産の状況

(２)連結キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。 

  

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「棚卸資産の評価に関する会計基準の適用」(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)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として売価還元法による原価法から原価
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。 
 この変更による、損益に与える影響はありません。  
  

  
  

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

(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：百万円)

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 3,211 1,348 
加盟店貸勘定 1,195 1,262 
商品 396 404 
貯蔵品 4 4 
未収入金 514 451 
その他 1,134 912 
貸倒引当金 △12 △6 

流動資産合計 6,443 4,377 
固定資産   

有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,884 2,975 
その他（純額） 889 970 
有形固定資産合計 3,774 3,946 

無形固定資産   
のれん 29 31 
ソフトウエア 1,544 1,650 
その他 60 60 
無形固定資産合計 1,634 1,742 

投資その他の資産   
敷金及び保証金 7,181 7,253 
その他 305 328 
貸倒引当金 △35 △23 

投資その他の資産合計 7,451 7,558 

固定資産合計 12,860 13,246 

資産合計 19,303 17,624 
負債の部   

流動負債   
買掛金 5,496 5,007 
加盟店借勘定 55 23 
1年内返済予定の長期借入金 521 521 
未払金 942 1,092 
未払法人税等 18 64 
預り金 4,308 2,749 
賞与引当金 457 294 
その他 54 37 
流動負債合計 11,854 9,791 

固定負債   
長期借入金 601 731 
役員退職慰労引当金 26 26 
長期預り保証金 780 783 
その他 13 10 
固定負債合計 1,421 1,552 

負債合計 13,276 11,343 
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(単位：百万円)

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 1,396 1,396 
資本剰余金 1,645 1,645 
利益剰余金 2,918 3,146 
自己株式 △86 △61 

株主資本合計 5,874 6,126 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 11 
評価・換算差額等合計 9 11 

少数株主持分 142 142 
純資産合計 6,027 6,280 

負債純資産合計 19,303 17,624 
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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：百万円)

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) 

営業収入  
加盟店からの収入 3,054 
その他の営業収入 186 
営業収入合計 3,241 

売上高  
売上高 3,429 

営業総収入合計 6,671 

売上原価 2,547 
営業総利益 4,123 

販売費及び一般管理費 4,123 
営業利益 0 
営業外収益  

受取利息 11 
解約精算金 11 
その他 1 
営業外収益合計 24 

営業外費用  
支払利息 5 
減価償却費 0 
その他 0 
営業外費用合計 5 

経常利益 18 
特別損失  

固定資産除却損 110 
リース解約損 12 
賃貸借契約解約損 22 
減損損失 90 
その他 0 
特別損失合計 236 

税金等調整前四半期純損失（△） △217 

法人税、住民税及び事業税 9 
法人税等調整額 △84 

法人税等合計 △75 

少数株主利益 1 
四半期純損失（△） △143 
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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21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失（△） △217 
減価償却費 246 
減損損失 90 
長期前払費用償却額 1 
のれん償却額 1 
固定資産除却損 110 
リース解約損 12 
賃貸借契約解約損 22 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 
受取利息及び受取配当金 △11 
支払利息 5 
加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 66 
未収入金の増減額（△は増加） △69 
たな卸資産の増減額（△は増加） 8 
前払費用の増減額（△は増加） 4 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △110 
仕入債務の増減額（△は減少） 488 
未払金の増減額（△は減少） △90 
預り金の増減額（△は減少） 1,557 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 211 
小計 2,346 
利息及び配当金の受取額 11 
利息の支払額 △5 
法人税等の支払額 △40 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,312 
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 △138 
有形固定資産の売却による収入 39 
敷金及び保証金の差入による支出 △86 
敷金及び保証金の回収による収入 120 
無形固定資産の取得による支出 △95 
その他 △70 

投資活動によるキャッシュ・フロー △232 

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 △130 
自己株式の取得による支出 △24 
配当金の支払額 △60 
少数株主への配当金の支払額 △1 
その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △217 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,862 

現金及び現金同等物の期首残高 1,047 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,910 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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。連結子会社の営むeビジネス事業は

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の記載を省略しており
ます。  
  
2 所在地別セグメント情報 
前連結会計年度及び当連結会計年度において、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、該当事項はありません。 
  
3 海外売上高 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)(要約)四半期連結損益計算書 

「参考資料」

            (単位：百万円)

      科  目

前年同四半期       
（平成21年２月期第１四半期）

        金    額

   I 営業総収入 7,167

  Ⅱ売上原価 2,924

    営業総利益 4,243

  Ⅲ販管費及び一般管理費 4,152

    営業利益 91

  Ⅳ営業外収益 32

  Ⅴ営業外費用 8

    経常利益 115

  Ⅵ特別利益 0

  Ⅶ特別損失 218

    税金等調整前四半期純損失 △ 102

    法人税、住民税及び事業税 58

    法人税等調整額 △ 103

    少数株主利益 1

    四半期純損失 △ 59
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 (2)(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                            (単位：百万円) 

                       区   分

前年同四半期     
(平成21年２月期    
  第１四半期）

       金   額

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純損失 △ 102

   減価償却費 253

   減損損失 118

   加盟店貸勘定の増減額 △ 427

   仕入債務の増減額 606

   未払金の増減額 128

   預り金の増減額 478

   その他 222

   小   計 1,275

     法人税等の支払額 △ 72

   その他 22

      営業活動によるキャッシュ・フロー 1,225

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 △ 130

   保証金、敷金の取得による支出 △ 160

   保証金、敷金の返還による収入 148

   無形固定資産の取得による支出 △ 167

   その他 △ 78

      投資活動によるキャッシュ・フロー △ 388

Ⅲ  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 △ 210

   その他 △ 61

      財務活動によるキャッシュ・フロー           △272

Ⅳ    現金及び現金同等物に係る換算差額            ─

Ⅴ    現金及び現金同等物の増加額 564

Ⅵ    現金及び現金同等物の期首残高 1,412

Ⅶ    現金及び現金同等物の四半期末残高 1,977

㈱スリーエフ（7544）平成22年2月期第１四半期決算短信

－　11　－




