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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）21年２月期の総資産には期末金融機関休業日による仕入債務等の未決済分が12,360百万円含まれております。また、当該金額を控除した場合の自
己資本比率は53.9％となります。 
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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2四半期 55,698 ― 2,499 ― 2,986 ― 1,333 ―

21年2月期第2四半期 64,068 △3.3 4,643 △1.7 5,099 △2.1 2,432 18.2

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2四半期 46.12 46.08
21年2月期第2四半期 84.13 84.12

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2四半期 97,494 52,389 52.8 1,779.76
21年2月期 104,856 50,648 47.5 1,722.76

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  51,469百万円 21年2月期  49,821百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 20.50 ― 20.50 41.00
22年2月期 ― 21.00

22年2月期 
（予想）

― 21.00 42.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収入 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

通期 110,000 △2.6 4,900 △30.5 5,700 △27.4 1,800 △42.0 62.24



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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くだ
さい。 
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。 

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2四半期 29,372,774株 21年2月期  29,372,774株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  453,207株 21年2月期  453,040株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 28,919,677株 21年2月期第2四半期 28,918,811株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（2009 年３月 1 日～８月 31 日）におけるわが国の経済は、世界的な金融危機を背景と

して企業収益の落ち込みが長期化し、雇用・所得等の先行きに対する不安が高まるなか、個人消費は低迷し、前期に

引き続き厳しい環境が続いております。 

コンビニエンスストア業界におきましては、３月から６月までのタスポ効果による客数の増加もありましたが、景

気低迷による消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりから、客単価の低下傾向が続きました。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、営業収入 556 億 98 百万円（前

年同期比 86.9％）、営業利益 24 億 99 百万円（同 53.8％）、経常利益 29 億 86 百万円（同 58.6％）、四半期純利益 13

億 33 百万円（同 54.8％）となりました。また、国内及び海外のエリアフランチャイザーを含めた当第２四半期連結

会計期間末店舗数は 3,350 店舗となりました。 

 

各事業の活動状況は次のとおりです。 

(1) 国内コンビニエンスストア事業 

当第２四半期連結累計期間における直轄エリアの新規出店数は、ドラッグストア内にコンビニエンスストア機能を

組み合わせたミニストップサテライト５店舗を含め 96 店舗と好調に推移いたしました。不採算店 72 店舗を閉店し、

当第２四半期連結会計期間末店舗数は 1,796 店舗となりました。 

連結子会社のエムエス九州㈱におきましては、新規出店が６店舗で当第２四半期連結会計期間末店舗数は 128 店舗

となりました。この結果、エヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク㈱を含め、国内総店舗数は 1,973 店舗となりま

した。 

店内加工ファストフード部門におきましては、セルフコーヒーを全店展開に向け順次導入したほか、パフェの強化

に取組みました。しかし、主力のコールドデザートが、 盛期である７月、８月の天候不順により低迷いたしました。 

コンビニエンスストア部門におきましては、お客さまにとって価値のある商品を提供するため、イオンリテール㈱、

オリジン東秀㈱との共同開発による弁当を販売し好評を頂きました。その他、おにぎり 100 円セールや、おにぎりへ

のＷＡＯＮボーナスポイント付与、飲料と弁当の関連購買促進を図るためのセットキャンペーン等の販促に取組みま

したが、弁当トータルの販売を向上させるには至りませんでした。 

また、お客さまの節約志向に対応するため、2009 年４月にトップバリュ商品約 100 アイテムの値下げを実施し、順

調に売上高を伸ばしております。 

これらの取組みを実施してまいりましたが、日照不足や梅雨明けの遅れ等、天候不順の影響を受け夏物商材の販売

数が予定を大きく下回り、以下のような結果となりました。 

ミニストップ㈱における加盟店を含む当第２四半期の全店売上高は 1,554 億 81 百万円（前年同期比 100.7％）とな

りました。既存店 1店 1日当りの売上高前年同期比はコンビニエンスストア部門が 97.5％、店内加工ファストフード

部門が 95.8％、合計では 97.3％となりました。売上総利益率は 30.0％となりました。また、営業収入は 319 億 50 百

万円（前年同期比 94.2％）となりました。  

販売費及び一般管理費においては、人件費などの経費削減を図るため、直営店比率５％（2010 年２月末）を目標と

して直営店削減計画に取組み、当第２四半期連結会計期間末店舗数は 127 店舗、期首に対して 39 店舗の削減となり

ました。設備費につきましては地代家賃や第５次店舗システムの減価償却費等が増加いたしました。また売上の底上

げを図るために販促費を積極的に投入いたしました。これらの結果、販売費及び一般管理費は 206 億 62 百万円（前

年同期比 106.8％）となりました。 

 

 以上の結果、営業利益は 21 億 18 百万円（前年同期比 46.6％）、経常利益は 26 億 67 百万円（同 53.2％）、四半

期純利益は 12 億７百万円（同 50.7％）となりました。 
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(2)海外コンビニエンスストア事業 

連結子会社である韓国ミニストップ㈱は、新規出店が 101 店舗、閉店が 47店舗で当第２四半期連結会計期間末（2009 

年６月末）店舗数は 1,125 店舗、フィリピンのロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インクの当第２四半期

連結会計期間末（同６月末）店舗数は 252 店舗となり、海外総店舗数は 1,377 店舗となりました。 

2009 年７月に第１号店を開店した青島ミニストップ有限公司は 2009 年８月末現在で４店舗を展開しております。 

 

(3)その他の事業 

物流を営んでおりますネットワークサービス㈱は、定温センター13 ヶ所、常温センター５ヶ所を運営し、加盟店

向けの共同配送事業を全国で営んでおります。 

 

※「経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は、参考として記載しております。 

 

２．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 

当第２四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 73 億 62 百万円減少し、974 億 94 百

万円となりました。主な変動要因は前連結会計年度末が金融機関休業日だったことにより仕入債務等の決済が当

連結会計年度に実施されたことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 91 億３百万円減少し、451 億４百万円となりました。これは主として買掛金

が 75 億 20 百万円、未払金が 23 億１百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 17 億 40 百万円増加し、523 億 89 百万円となりました。主な要因は、配当

金の支払い５億 92 百万円がありましたが、四半期純利益が 13 億 33 百万円の計上、有価証券評価差額が８億 75

百万円増加したことによります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

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利益 23 億 14 百万円、減価償却費 27 億 30 百万

円、仕入債務の減少額 76 億 45 百万円などにより 14 億 33 百万円の支出（前年同四半期は 241 億 53 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、有形固定資産取得による支出55億１百万円、差入保証金の差入による

支出39億44百万円などにより63億71百万円（前年同四半期は27億74百万円）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、配当金の支払いによる支出５億92百万円などにより５億93百万円（前

年同四半期は６億30百万円）の支出となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末と比較して 84 億 23

百万円減少し、97 億 85 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 

2010年２月期の通期の業績予想につきましては、雇用環境の悪化による個人消費の低迷等、当社を取り巻く経営

環境の厳しさにより、通期見通しにつきましては、本日発表の「第２四半期累計期間実績及び通期業績予想の修正

に関するお知らせ」のとおり、営業収入1,100億円（前年同期比 97.4％）、営業利益49億円（同 69.5％）、経常利

益57億円（同 72.6％）、当期純利益18億円（同 58.0％）を見込んでおります。 
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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) 

  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 

① 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税金費用の計算については、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっており

ます。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降の経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度末の検討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 減損損失の兆候把握方法 

減損損失の兆候については、使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく

低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生している場合に、

四半期会計期間ごとの減損兆候の把握をおこなう方法によっております。 

 

(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 

 ① 四半期連結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 

商品の評価基準は従来、主に売価還元平均原価法によっておりましたが、当連結会計年度の第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）が適用された

ことに伴い、主に売価還元平均原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。 

なお、この変更に伴う損益の影響はありません。 

 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用しております。 

これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益は０百万円、経常利益は 57 百万円、税金等調整前四半期純

利益は 56 百万円多く計上されております。 

また、期首利益剰余金は 65 百万円、少数株主持分は 20 百万円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は該当箇所に記載しております。 

 

 ④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準の変更 

在外子会社の収益及び費用は従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は在外子会社の収益及び費用の重要性が増し、為替相場の変動が連結財務諸表に与える影響が高ま

ってきたことを契機に、在外子会社の収益及び費用の換算基準の見直しを行い、為替相場変動による期間損益

への影響を平準化することで、より適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

これにより当第２四半期連結累計期間の営業収入は９億 82 百万円、営業利益は 15 百万円、経常利益は 19 百

万円、税金等調整前四半期純利益は 21 百万円それぞれ少なく計上されております。 

なお、セグメント情報に与える影響は該当箇所に記載しております。 

 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 9,196 18,208

加盟店貸勘定 3,965 5,729

有価証券 2,151 2,873

たな卸資産 － 1,316

商品 997 －

短期貸付金 4,612 2,026

未収入金 5,163 5,935

関係会社預け金 1,000 －

その他 7,316 3,891

貸倒引当金 △191 △233

流動資産合計 34,212 39,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,891 15,153

器具及び備品（純額） 12,755 12,091

土地 410 407

建設仮勘定 1,209 607

有形固定資産合計 30,266 28,261

無形固定資産   

のれん 56 63

ソフトウエア 1,680 1,395

その他 120 189

無形固定資産合計 1,857 1,647

投資その他の資産   

投資有価証券 4,837 3,635

長期貸付金 116 2,588

差入保証金 22,856 26,077

その他 3,736 3,371

貸倒引当金 △388 △472

投資その他の資産合計 31,157 35,200

固定資産合計 63,281 65,108

資産合計 97,494 104,856



(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 21,478 28,998

加盟店借勘定 1,143 362

短期借入金 411 －

未払金 4,012 6,314

未払法人税等 744 1,326

預り金 8,343 8,631

賞与引当金 224 217

店舗閉鎖損失引当金 125 91

その他 1,575 765

流動負債合計 38,057 46,707

固定負債   

退職給付引当金 478 450

長期預り保証金 6,050 6,891

その他 518 158

固定負債合計 7,047 7,500

負債合計 45,104 54,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,491 7,491

資本剰余金 7,644 7,645

利益剰余金 36,160 35,485

自己株式 △801 △801

株主資本合計 50,495 49,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,877 1,001

為替換算調整勘定 △903 △1,000

評価・換算差額等合計 974 0

新株予約権 38 23

少数株主持分 881 803

純資産合計 52,389 50,648

負債純資産合計 97,494 104,856



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収入 55,698

営業原価 28,287

営業総利益 27,410

販売費及び一般管理費 24,910

営業利益 2,499

営業外収益  

受取利息 335

受取配当金 100

その他 68

営業外収益合計 504

営業外費用  

レジ現金精算損 5

その他 11

営業外費用合計 17

経常利益 2,986

特別利益  

固定資産売却益 32

貸倒引当金戻入額 131

その他 35

特別利益合計 199

特別損失  

固定資産除売却損 70

減損損失 251

店舗閉鎖損失 324

店舗閉鎖損失引当金繰入額 125

その他 100

特別損失合計 872

税金等調整前四半期純利益 2,314

法人税、住民税及び事業税 745

法人税等調整額 166

法人税等合計 912

少数株主利益 68

四半期純利益 1,333



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 2,314

減価償却費 2,730

減損損失 251

のれん償却額 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △130

受取利息及び受取配当金 △436

支払利息 3

固定資産除売却損益（△は益） 37

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 1,768

たな卸資産の増減額（△は増加） 323

未収入金の増減額（△は増加） 786

仕入債務の増減額（△は減少） △7,645

加盟店借勘定の増減額（△は減少） 774

未払金の増減額（△は減少） △1,849

預り金の増減額（△は減少） △289

その他 966

小計 △387

利息及び配当金の受取額 280

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △1,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,433

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 △2,000

有価証券の償還による収入 3,000

有形固定資産の取得による支出 △5,501

有形固定資産の売却による収入 224

無形固定資産の取得による支出 △507

貸付けによる支出 △129

貸付金の回収による収入 20

差入保証金の差入による支出 △3,944

差入保証金の返還による収入 2,561

預り保証金の預りによる収入 725

預り保証金の返済による支出 △784

その他 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,371



(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,279

短期借入金の返済による支出 △1,279

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △592

財務活動によるキャッシュ・フロー △593

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,423

現金及び現金同等物の期首残高 18,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,785
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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。連結子会社であるネットワークサ

ービス㈱の営む物流事業は、当社及びエムエス九州㈱の加盟店と直営店への商品配送を取り扱っており、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、当第２四半期連結累

計期間についての事業の種類別セグメント情報は記載を省略しております。 

 

［所在地別セグメント情報］ 

 当第２四半期連結累計期間(自 2009年３月１日 至 2009年８月31日) 

                    (単位：百万円) 

 日 本 アジア 計 消去又は全社 連 結 

営業収入      

  営業収入      

  外部顧客に対する営業収入 38,237 17,460 55,698 － 55,698

  セグメント間の内部営業収入又は振替高 86 － 86 ( 86) －

計 38,323 17,460 55,784 ( 86) 55,698

  営業利益 2,230 268 2,499 － 2,499

 (注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国 

２ アジアの営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高14,300百万円が含まれております。 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を

適用しております。 

これによりアジアの当第２四半期連結累計期間の営業利益は０百万円多く計上されております。 

（重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準の変更） 

在外子会社の収益及び費用は従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算してお

りましたが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方

法に変更しております。 

これによりアジアの当第２四半期連結累計期間の営業収入は 982 百万円、営業利益は 15 百万円少

なく計上されております。 

 

［海外売上高］ 

 当第２四半期連結累計期間(自 2009年３月１日 至 2009年８月31日) 
(単位：百万円) 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外営業収入 17,492 

Ⅱ 連結営業収入 55,698 

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の割合 31.4％ 
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(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1)  国又は地域区分の方法--------------地理的近接度によっております。 

(2)  各区分に属する主な国又は地域------アジア：韓国、フィリピン 

２ 連結営業収入は、当社及び連結子会社の営業収入であります。 

３ 海外営業収入の中には、韓国の加盟店に対する商品供給高14,300百万円が含まれております。 

４ 会計処理基準に関する事項の変更 

（重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準の変更） 

在外子会社の収益及び費用は従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算してお

りましたが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方

法に変更しております。 

これにより当第２四半期連結累計期間の海外営業収入及び連結営業収入は 982 百万円少なく計上

されております。 

 

(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）四半期損益計算書 

前第２四半期累計期間(2008 年３月１日～2008 年８月 31 日) 
前年同四半期 
(2009年２月期 
第２四半期) 科  目 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収入 64,068

Ⅱ 営業原価 34,439

  営業総利益 29,629

Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,986

  営業利益 4,643

Ⅳ 営業外収益 505

Ⅴ 営業外費用 48

  経常利益 5,099

Ⅵ 特別利益 305

Ⅶ 特別損失 1,486

   税金等調整前四半期純利益 3,918

    法人税、住民税及び事業税 1,715

    法人税等調整額 △  285

少数株主利益    55

  四半期純利益 2,432
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第２四半期累計期間(2008 年３月１日～2008 年８月 31 日) 

 
前年同四半期 
(2009年２月期 
第２四半期) 

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純利益 3,918

  減価償却費 2,104

  減損損失 782

  のれん償却額 434

    受取利息及び受取配当金 △  412

  支払利息 7

  固定資産売除却損益（△は益） 26

  加盟店貸勘定の増減額（△は増加） △2,132

  たな卸資産の増減額（△は増加） 132

  未収入金の増減額（△は増加） △2,828

  仕入債務の増減額（△は減少） 18,408

  加盟店借勘定の増減額（△は減少） △  279

  未払金の増減額（△は減少） 2,336

預り金の増減額（△は減少） 1,672

  その他 613

    小 計 24,782

  利息及び配当金の受取額 341

  利息の支払額 △   7

  法人税等の支払額 △ 962

  営業活動によるキャッシュ・フロー 24,153

Ⅱ 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 △3,000

  有価証券の償還による収入 4,292

  有形固定資産の取得による支出 △3,235

  有形固定資産の売却による収入 260

無形固定資産の取得による支出 △  750

投資有価証券の売却による収入 1,115

  貸付による支出 △   38

  貸付金の回収による収入 41

  その他 △1,460

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,774

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

    短期借入金の返済による支出 △   50

  配当金の支払額 △  578

  その他 △    2

  財務活動によるキャッシュ・フロー △  630

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 △  163

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額 20,585

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 11,932

Ⅶ．現金及び現金同等物の四半期末残高 32,518

 




