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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 110,041 ― 12,197 ― 12,098 ― 6,105 ―

21年2月期第1四半期 76,817 4.4 12,011 12.6 11,807 11.1 6,486 61.1

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

22年2月期第1四半期 61.57 61.52
21年2月期第1四半期 65.42 65.38

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 468,352 201,837 41.6 1,965.11
21年2月期 436,171 203,178 45.1 1,983.36

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  194,881百万円 21年2月期  196,686百万円

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 ― 80.00 ― 80.00 160.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

80.00 ― 80.00 160.00

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

233,000 ― 29,200 ― 28,900 ― 15,700 ― 158.31

通期 469,000 34.2 50,500 2.7 49,700 1.9 25,500 0.8 257.13
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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） 

（注）詳細は、5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.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがあります。 
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「四半期財務諸表等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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 99,600,000株 21年2月期  99,600,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  432,065株 21年2月期  432,015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 99,167,968株 21年2月期第1四半期 99,136,343株
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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 101,903 82,486 

加盟店貸勘定 26,131 21,376 

有価証券 6,799 5,299 

商品 4,980 5,292 

未収入金 24,445 26,692 

繰延税金資産 3,208 4,061 

その他 10,010 9,692 

貸倒引当金 △151 △140 

流動資産合計 177,327 154,760 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 175,306 173,747 

減価償却累計額 △81,482 △79,425 

建物及び構築物（純額） 93,824 94,321 

車両運搬具及び工具器具備品 61,790 61,920 

減価償却累計額 △48,839 △48,462 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 12,951 13,458 

その他 15,919 7,219 

減価償却累計額 △289  

その他（純額） 15,629 7,219 

有形固定資産合計 122,404 114,999 

無形固定資産   

ソフトウエア 27,778 26,586 

のれん 5,251 4,851 

その他 463 464 

無形固定資産合計 33,492 31,902 

投資その他の資産   

長期貸付金 27,379 27,422 

差入保証金 85,544 85,357 

繰延税金資産 15,118 14,544 

再評価に係る繰延税金資産 180 180 

その他 9,256 9,410 

貸倒引当金 △2,352 △2,406 

投資その他の資産合計 135,127 134,509 

固定資産合計 291,025 281,410 

資産合計 468,352 436,171 

株式会社ローソン（2651）　平成22年2月期第1四半期決算短信

-6-



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,853 77,215 

加盟店借勘定 957 822 

1年内返済予定の長期借入金 816 816 

未払法人税等 3,622 9,455 

預り金 94,235 58,844 

賞与引当金 1,838 3,199 

ポイント引当金 1,051 933 

その他 23,832 30,517 

流動負債合計 210,207 181,804 

固定負債   

長期借入金 998 1,152 

退職給付引当金 5,305 5,050 

役員退職慰労引当金 191 201 

長期預り保証金 41,231 42,440 

その他 8,580 2,344 

固定負債合計 56,308 51,188 

負債合計 266,515 232,992 

純資産の部   

株主資本   

資本金 58,506 58,506 

資本剰余金 41,520 41,520 

利益剰余金 97,482 99,310 

自己株式 △1,712 △1,712 

株主資本合計 195,796 197,624 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43 △28 

土地再評価差額金 △969 △969 

為替換算調整勘定 98 59 

評価・換算差額等合計 △914 △937 

新株予約権 279 274 

少数株主持分 6,676 6,217 

純資産合計 201,837 203,178 

負債純資産合計 468,352 436,171 
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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 46,501 

その他の営業収入 12,009 

営業収入合計 58,510 

売上高 51,530 

営業総収入合計 110,041 

売上原価 38,335 

営業総利益 71,705 

販売費及び一般管理費 59,508 

営業利益 12,197 

営業外収益  

受取利息 165 

その他 206 

営業外収益合計 371 

営業外費用  

支払利息 45 

リース解約損 317 

その他 107 

営業外費用合計 470 

経常利益 12,098 

特別利益  

持分変動利益 625 

その他 2 

特別利益合計 628 

特別損失  

固定資産除却損 834 

減損損失 1,354 

その他 603 

特別損失合計 2,792 

税金等調整前四半期純利益 9,933 

法人税、住民税及び事業税 3,251 

法人税等調整額 156 

法人税等合計 3,407 

少数株主利益 420 

四半期純利益 6,105 
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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利益 9,933 

減価償却費 5,751 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 255 

受取利息 △165 

支払利息 45 

減損損失 1,354 

固定資産除却損 600 

その他の損益（△は益） △1,253 

売上債権の増減額（△は増加） △4,755 

未収入金の増減額（△は増加） 2,253 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,772 

未払金の増減額（△は減少） △8,179 

預り金の増減額（△は減少） 35,391 

預り保証金の増減額（△は減少） △1,208 

その他の資産・負債の増減額 1,363 

小計 48,159 

利息の受取額 164 

利息の支払額 △44 

法人税等の支払額 △8,889 

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,390 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,500 

有価証券の取得による支出 △299 

有価証券の償還による収入 800 

有形固定資産の取得による支出 △5,416 

短期貸付金の増減額（△は増加） △218 

無形固定資産の取得による支出 △2,314 

関係会社株式の取得による支出 △100 

その他 △547 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,596 

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 △154 

リース債務の返済による支出 △1,747 

配当金の支払額 △7,933 

その他 △40 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,875 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,917 

現金及び現金同等物の期首残高 83,981 

現金及び現金同等物の四半期末残高 103,899 
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔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）

当社グループの事業は、フランチャイズ・ストアを主としたコンビニエンスストア事業であり、同事業の全セ

グメントの営業総収入の合計額及び営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、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）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省

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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

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

科目

前年同四半期
（平成21年２月期
第１四半期）

金額（百万円）

営業収入 55,737

売上高 21,079

　営業総収入 76,817

売上原価 15,260

売上総利益 (5,819)

営業総利益 61,557

販売費及び一般管理費 49,545

営業利益 12,011

営業外収益 467

営業外費用 671

経常利益 11,807

特別損失 2,641

税金等調整前第１四半期純利益 9,166

法人税等 2,530

少数株主利益 149

第１四半期純利益 6,486
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分　

前年同四半期　
（平成21年２月期
第１四半期）　

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前第１四半期純利益 9,166

減価償却費 4,817

退職給付引当金の増加額 202

固定資産除却損 625

減損損失 1,644

受取利息 △221

その他の収益・費用の非資金分（純額） △568

売上債権の増加額 △10,953

未収入金の減少額 5,559

仕入債務の増加額 10,197

未払金の増加額 2,619

預り金の増加額 9,396

預り保証金の減少額 △979

その他の資産及び負債の増減額（純額） △246

小計 31,259

利息の受取額 221

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △10,978

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △20,953

有価証券の償還による収入 1,000

短期貸付金の減少額　 20,000

有形固定資産の取得による支出 △3,291

無形固定資産の取得による支出 △2,121

その他（純額） △6,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △5,452

自己株式取得による支出　 △0

その他 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,480

現金及び現金同等物の増加額 3,410

現金及び現金同等物の期首残高 62,822

現金及び現金同等物の第１四半期末残高 66,233
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