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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4月1日～平成21年6月30日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益について、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) 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 37,506 13.9 589 ― 593 ― 1,257 ―

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

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 6,998.03 6,990.52
21年3月期第1四半期 △1,296.23 ―

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 28,753 12,141 42.2 66,673.04
21年3月期 25,917 10,781 41.6 61,725.80

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  10,668百万円 21年3月期  10,781百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年4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  
   第2四半期連結累計期間は、平成21年4月1日～平成21年9月30日です。 

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 79,500 17.2 850 ― 850 ― 1,100 ― 6,062.54

通期 143,800 ― 1,440 ― 1,440 ― 1,300 ― 7,164.82
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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） 

(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 

１．1株当たり予想当期純利益は、平成21年5月1日株式会社バリューローソンとの合併による株式交付後の予測期中平均株式数で算出しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。なお、業績予想に関する事項は、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覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 184,153株 21年3月期  176,704株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  2,042株 21年3月期  2,042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 179,655株 21年3月期第1四半期 175,008株
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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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日の３ヵ月間）におけるわが国の経済は、平成

20年秋のリーマン・ショック以降、急速な悪化を続けてきた景気が、輸出の下げ止まりや在庫調整の進展に伴う鉱

工業生産の増加などから回復の兆しは見られるものの、なお先行き不透明な状況にあります。個人消費についても

雇用・所得環境が一段と厳しさを増しており、消費者の生活防衛意識は依然として高く、引き続き節約志向の動き

が見られました。 

 このような状況の中、当社グループが展開するシングルプライス・ストア「SHOP99」および「ローソンストア

100」は、その基本コンセプトである「シングルプライス」、「適量・小分け」が節約志向にマッチして消費者の支

持を集めております。併せて当社グループは、「安全・安心」にこだわった日常生活に必要な生鮮食品から日用雑

貨までの価値ある商品の提供とお客様満足の向上に努めております。また、平成21年５月１日に株式会社ローソン

（以下、ローソン）の連結子会社である株式会社バリューローソン（以下、バリューローソン）を吸収合併し、事

業規模を拡大させて新たなスタートを切っております。 

 当期は経営の重点政策として、ローソンの協力のもと、商品施策および構造改革（物流・商流の見直し）と出店

およびフランチャイズチェーン（FC）展開の加速化による売上高と利益率の向上を目指しており、その具体的な取

り組みは以下のとおりです。 

 商品施策については、PB（自主企画）商品「バリューライン」の開発を加速化させ、大手メーカーとの取り組み

を柱に新機軸商品などの開発や新パッケージの投入を進めております。また、「200円弁当シリーズ」など米飯商品

の強化や総菜メニューの拡大、青果の商品力強化として産地直送体制の推進やオリジナル商品および週替わり商品

の開発を進めております。これらの商品施策では、お客様に魅力ある商品を提供することで売上高アップに繋げる

とともに、ローソンとの共同開発・共同仕入や収益性の高い中食カテゴリーの拡充などにより、利益率の向上を目

指しております。 

 構造改革については、店舗への納品回数の削減や直送体制の活用による物流コストの削減をはかるとともに、前

期に新設した「西関東DDC」など在庫型物流センターの活用による店舗在庫の削減や機会ロス（発注数量不足などに

よりお客様の求める商品が売場になく、売上に繋がらないこと）の防止に努めております。また、既存店の売上高

アップと利益率の改善に効果がある「SHOP99」の「ローソンストア100」への転換（既存店の改装）を前期に続き実

施しております。当第１四半期連結会計期間では112店の「SHOP99」を「ローソンストア100」へ転換し、６月末現

在で新店を含めた「ローソンストア100」は617店に達しております。 

 出店については、首都圏、関西圏、中京圏の３大商圏を中心に直営17店を新規に出店するとともに、吸収合併し

たバリューローソンの70店が加わったことで、 大商圏である首都圏でのシェア獲得に寄与しております。また、

契約満了にともないFC１店を閉店しております。この結果、６月末現在の総店舗数（「SHOP99」と「ローソンスト

ア100」の合計）は前期３月末に比べ86店増加し、942店（直営827店、FC115店）となっております。なお、新FCパ

ッケージによるFC店については、７月以降、直営店からFC店への転換を中心に今期80店以上の開発を順次進めてい

く予定です。 

 こうした背景のもと、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、営業総収入37,506百万円（前年同四半期比13.9%

増）、営業利益589百万円（同＋813百万円の改善）、経常利益593百万円（同＋797百万円の改善）、四半期純利益

1,257百万円（同＋1,483百万円の改善）となりました。 
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＜四半期ベースの営業利益の推移＞ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、28,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,835百万円増加しまし

た。主な要因は、現金及び預金が1,118百万円、繰延税金資産が1,223百万円増加したことなどによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,474百万円増加し、16,611百万円となりました。主な要因は、買掛金が959百万

円、未払金が486百万円増加したことなどによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ1,360百万円増加し、12,141百万円となりました。主な要因は、当第１四半期

連結累計期間純利益1,257百万円などによるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の41.6％から42.2％となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,211百万円の収入（前年同四半

期は557百万円の収入）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益94百万円、減価償却費483百万円、減

損損失282百万円、その他流動資産381百万円の増加などによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、211百万円の支出（前年同四半期は499百万円の支出）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出227百万円などによるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、507百万円の支出（前年同四半期は535百万円の支出）となりました。

これは、長期借入金の返済454百万円及びリース債務の返済53百万円に使用したことによるものです。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、期首残高と比べ492百

万円増加し、さらに、株式会社バリューローソンとの合併に伴い現金及び現金同等物が626百万円増加したことか

ら、7,364百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 平成21年５月29日発表の「決算期（事業年度の末日）の変更に伴う業績見通しについて」の通期の業績予想に変更

はありません。なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性

が含まれております。従いまして、実際の業績はさまざま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。

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

㈱九九プラス（3338）平成22年２月期　第１四半期決算短信

4



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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,364 6,246

商品及び製品 3,432 3,216

原材料及び貯蔵品 2 30

その他 2,641 2,717

貸倒引当金 △32 △38

流動資産合計 13,407 12,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,204 5,886

その他（純額） 1,809 1,662

有形固定資産合計 8,013 7,548

無形固定資産   

ソフトウエア 2,155 2,233

その他 9 9

無形固定資産合計 2,164 2,242

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,651 3,497

その他 1,562 494

貸倒引当金 △46 △37

投資その他の資産合計 5,167 3,954

固定資産合計 15,345 13,745

資産合計 28,753 25,917

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,751 9,791

1年内返済予定の長期借入金 736 816

未払法人税等 106 207

その他 3,343 2,590

流動負債合計 14,937 13,405

固定負債   

長期借入金 624 998

その他 1,048 732

固定負債合計 1,673 1,730

負債合計 16,611 15,136

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,338 5,338

資本剰余金 5,593 5,489

利益剰余金 1,313 56

自己株式 △103 △103

株主資本合計 12,141 10,781

純資産合計 12,141 10,781

負債純資産合計 28,753 25,917

㈱九九プラス（3338）平成22年２月期　第１四半期決算短信

5



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 32,232 36,842

加盟店からの収入 339 390

その他の営業収入 362 273

営業総収入 32,933 37,506

売上原価 24,517 27,872

売上総利益 8,416 9,633

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,871 4,267

その他 4,768 4,776

販売費及び一般管理費合計 8,639 9,044

営業利益又は営業損失（△） △224 589

営業外収益   

受取利息 1 0

受取手数料 48 3

受取保険金 － 12

その他 5 6

営業外収益合計 54 23

営業外費用   

支払利息 19 13

その他 14 5

営業外費用合計 34 18

経常利益又は経常損失（△） △204 593

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 12 282

店舗閉鎖損失 32 202

商品評価損 62 －

その他 － 15

特別損失合計 106 499

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△309 94

法人税、住民税及び事業税 38 59

法人税等調整額 △121 △1,223

法人税等合計 △82 △1,163

四半期純利益又は四半期純損失（△） △226 1,257
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△309 94

減価償却費 449 483

減損損失 12 282

のれん償却額 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2

受取利息 △1 △0

支払利息 19 13

店舗閉鎖損失 32 202

たな卸資産の増減額（△は増加） 54 △10

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30 381

仕入債務の増減額（△は減少） 540 83

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37 △161

小計 734 1,369

利息の受取額 1 0

利息の支払額 △23 △13

法人税等の支払額 △154 △149

法人税等の還付額 － 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 557 1,211

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 △227

無形固定資産の取得による支出 △148 △3

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 11

長期貸付けによる支出 △18 △19

敷金及び保証金の回収による収入 10 79

敷金及び保証金の差入による支出 △37 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △499 △211

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 △454

リース債務の返済による支出 △4 △53

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 △507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △478 492

現金及び現金同等物の期首残高 8,471 6,246

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 626

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,993 7,364

㈱九九プラス（3338）平成22年２月期　第１四半期決算短信

7



（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〕 

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

  

（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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６．その他の情報 

１【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当第１四半期連結累計期間における仕入実績を商品部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は仕入価格によっております。 

(2）販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における直営店の販売実績を商品部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 商品部門別明細は下記のとおりであります。 

  当第１四半期連結累計期間 

商品部門 

自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日 

金額（百万円） 

生鮮・デイリー 12,443 

グローサリー 11,788 

雑貨等 3,681 

計 27,913 

  当第１四半期連結累計期間 

商品部門 

自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日 

金額（百万円） 

生鮮・デイリー 16,217 

グローサリー 13,861 

雑貨等 6,763 

計 36,842 

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、書籍等 
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(3）地域別販売実績並びに店舗異動状況 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の販売実績並びに店舗数にはＦＣ店分は含まれておりません。 

３ 増加店舗数は、株式会社バリューローソンとの合併による増加61店および新規出店数17店にFC店からの転換

店舗数２店を加えた店舗数であります。 

地域 

当第１四半期連結累計期間 

自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

店舗異動状況（店舗数） 

期間末店舗数 増加店舗数 

宮城県 909 2.5 25 0 

茨城県 209 0.6 5 0 

埼玉県 1,492 4.1 36 1 

千葉県 1,969 5.3 50 5 

東京都 13,080 35.5 279 46 

神奈川県 6,345 17.2 129 18 

岐阜県 274 0.7 6 0 

静岡県 546 1.5 14 1 

愛知県 3,823 10.4 94 7 

京都府 1,463 4.0 34 0 

大阪府 5,275 14.3 121 2 

兵庫県 1,383 3.7 32 0 

奈良県 67 0.2 2 0 

合計 36,842 100.0 827 80 
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※ 参考資料 

ＦＣ販売実績並びに店舗異動状況 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 増加店舗数は、株式会社バリューローソンとの合併による増加９店に直営店への転換店舗数２店、閉店店舗

数１店を除いた店舗数であります。 

地域 

当第１四半期連結累計期間 

自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

店舗異動状況（店舗数） 

期間末店舗数 増加店舗数 

福島県 110 2.0 5 0 

埼玉県 353 6.5 8 1 

千葉県 484 8.9 11 0 

東京都 2,880 52.7 56 5 

神奈川県 1,279 23.5 26 1 

愛知県 298 5.5 7 △1 

京都府 36 0.7 1 0 

大阪府 8 0.2 1 0 

合計 5,451 100.0 115 6 
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