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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4月1日～平成21年9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２四半期は１株当たり四半期純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2四半期 76,073 12.1 1,178 ― 1,228 ― 1,447 ―

21年3月期第2四半期 67,837 ― △356 ― △323 ― △699 ―

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 8,002.27 7,993.74
21年3月期第2四半期 △4,001.22 ―

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 28,138 12,332 43.8 67,717.99
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2四半期  12,332百万円 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

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― 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

通期 137,900 ― 1,770 ― 1,820 ― 1,650 ― 9,093.81
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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。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2四半期 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2四半期  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2四半期 180,889株 21年3月期第2四半期 174,834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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日の６ヵ月間）におけるわが国の経済は、一部

の景気指標に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や所得

の状況がさらに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、節約志向の消費行動が続いていま

す。 

 このような状況において当社グループは、展開するシングルプライス・ストア「ローソンストア100」および

「SHOP99」の基本コンセプトである「シングルプライス」、「適量・小分け」が節約志向のお客様から支持される

なか、「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

足の向上に努めてまいりました。 

 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）を吸収合併して事業規模を拡大させるとともに、ローソングループとの更なるアライアン

ス強化によって、多方面での協力体制が構築されております。また、平成21年12月1日には100％子会社の株式会社

九九プラス関西の吸収合併も予定しており、人的資源の有効活用や間接業務の一元化による当社グループの経営資

源の集中と経営の効率化を一層進めてまいります。  

 商品施策の取り組みについては、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包装の投入を進めております。また、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。これらの商品施策によって店舗の集客力を高め、売上高アップに繋げております。 

 店舗運営については、お客様に気持ち良くお買い物をしていただくための接客の追求やクリンリネスの徹底など

顧客満足度の向上に努めるとともに、販売データの検証等により商品の発注精度を向上させることで、廃棄ロス

（売れ残って廃棄してしまうこと）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）を軽減させ、荒利益の向上に努めております。 

 当連結会計年度に重点的に取り組んでいる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図るとともに、前連結会計年度に新設した在庫型物流センターの活用による店舗在庫の削減

や欠品防止に努めております。また、既存店の売上高アップと荒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）を前連結会計年度に続き実施しております。当第２四半期連結累計期間で

は214店の「SHOP99」を「ローソンストア100」へ転換し、９月末現在で新店を含めた「ローソンストア100」は744

店（総店舗数の79％）となりました。 

 店舗展開については、吸収合併したバリューローソンからの70店が加わったことで、 大商圏である首都圏での

シェア獲得につながっております。また、首都圏、関西圏、中京圏の３大商圏を中心に直営45店を新規出店すると

ともに、収益改善を目指して前倒しで不採算店舗を中心に34店を閉鎖いたしました。一方、7月からスタートした新

FC（フランチャイズチェーン）パッケージによるFC店展開については、９月末現在で15店となり、10月以降の本格

的な展開に向けて順調に進捗しております。  この結果、９月末現在の総店舗数（「SHOP99」と「ローソンスト

ア100」の合計）は、937店（直営820店、FC117店）となりました。 

 業績面については、５月以降バリューローソンとの合併効果が収益寄与したことに加え、ローソンとの商品共同

開発・仕入推進による原価抑制や「バリューライン」の販売好調などにより、当第２四半期連結累計期間の売上高

総利益率が向上いたしました。また、先に述べた構造改革によって店舗の作業効率が一段と改善するとともに、店

舗家賃や水道光熱費などの削減を推進し、販売費及び一般管理費の軽減につなげてまいりました。これらにより、

当第２四半期連結累計期間の営業利益率が改善するなど収益力がアップしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、営業利益、経常利益、当期純利益が期初計画を上回り（平

成21年10月27日に開示）、営業総収入76,073百万円（前年同期比12.1%増）、営業利益1,178百万円（同＋1,535百万

円の改善）、経常利益1,228百万円（同＋1,551百万円の改善）、四半期純利益1,447百万円（同＋2,147百万円の改

善）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、28,138百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,221百万円増加しまし

た。主な要因は、繰延税金資産が1,124百万円、有形固定資産が858百万円、現金及び預金が390百万円増加したこと

などによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ670百万円増加し、15,806百万円となりました。主な要因は、借入金が1,814百万

円減少したものの、買掛金が1,274百万円、未払金が773百万円、リース債務が368百万円それぞれ増加したことなど

によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度に比べ、1,551百万円増加し、12,332百万円となりました。主な要因は、当第２四半期

連結累計期間純利益1,447百万円などによるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前会計年度末の41.6%から43.8%となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,561百万円の収入（前年同四半

期は1,324百万円の収入）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益486百万円、減価償却費992百万

円、減損損失328百万円、その他流動資産438百万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、828百万円の支出（前年同四半期は769百万円の支出）となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出785百万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、1,969百万円の支出（前年同四半期は950百万円の支出）となりました。

これは、長期借入金の返済1,814百万円に使用したことによるものです。 

 これらの結果、当第２四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235百万

円減少しました。これは、長期借入金の返済により1,814百万円が減少し、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、6,636百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 個人消費に直結する所得や雇用の状況が一段と不透明さ増しているため、デフレ基調とともに消費者の節約志向

の動きはさらに強まるものと思われます。 

 こうしたなか当社グループにおいては、PB商品「バリューライン」の新商品開発や中食（弁当、麺類、調理パ

ン、総菜など）および青果の更なる商品力強化を柱とするお買得な価値ある商品の開発・提供に努め、お客様満足

の向上と収益力アップを図ってまいります。 

 店舗展開については、直営店の新規出店を加速化させるとともに、新FC店の展開を本格化させることで、当連結

会計年度中に総店舗数1,000店を目指してまいります。 

 業績面につきましては、引き続き店舗における荒利益率の改善に努めるとともに、FC店の本格展開によるFC収入

の拡大により、売上総利益率の向上を目指してまいります。また一方で、業務効率化による経費の削減を推進し、

販売費及び一般管理費の軽減につなげることで営業利益率の向上を図ってまいります。 

 通期の連結業績見通しにつきましては、期初の業績予想を上方修正して、営業総収入137,900百万円、営業利益 

1,770百万円、経常利益1,820百万円、当期純利益1,650百万円を見込んでおります。 

（注） 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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,636 6,246

商品及び製品 3,464 3,216

原材料及び貯蔵品 2 30

その他 2,592 2,717

貸倒引当金 △32 △38

流動資産合計 12,662 12,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,415 5,886

その他（純額） 1,991 1,662

有形固定資産合計 8,407 7,548

無形固定資産   

ソフトウエア 1,986 2,233

その他 9 9

無形固定資産合計 1,996 2,242

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,693 3,497

その他 1,424 494

貸倒引当金 △45 △37

投資その他の資産合計 5,072 3,954

固定資産合計 15,476 13,745

資産合計 28,138 25,917

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,066 9,791

1年内返済予定の長期借入金 － 816

未払法人税等 258 207

その他 3,407 2,590

流動負債合計 14,732 13,405

固定負債   

長期借入金 － 998

その他 1,074 732

固定負債合計 1,074 1,730

負債合計 15,806 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 1,503 56

自己株式 △103 △103

株主資本合計 12,332 10,781

純資産合計 12,332 10,781

負債純資産合計 28,138 25,917
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（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 66,463 74,693

加盟店からの収入 736 830

その他の営業収入 636 550

営業総収入 67,837 76,073

売上原価 50,672 56,477

売上総利益 17,164 19,596

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 7,902 8,707

貸倒引当金繰入額 6 2

その他 9,612 9,708

販売費及び一般管理費合計 17,521 18,418

営業利益又は営業損失（△） △356 1,178

営業外収益   

受取利息 13 1

受取手数料 53 17

受取補償金 26 47

その他 10 20

営業外収益合計 104 87

営業外費用   

支払利息 38 27

その他 31 10

営業外費用合計 70 37

経常利益又は経常損失（△） △323 1,228

特別損失   

減損損失 434 328

店舗閉鎖損失 163 202

商品評価損 62 －

その他 26 211

特別損失合計 686 742

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（△）

△1,009 486

法人税、住民税及び事業税 75 162

法人税等調整額 △385 △1,124

法人税等合計 △310 △961

四半期純利益又は四半期純損失（△） △699 1,447
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

△1,009 486

減価償却費 922 992

減損損失 434 328

のれん償却額 9 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 2

受取利息 △13 △1

支払利息 38 27

店舗閉鎖損失 163 202

たな卸資産の増減額（△は増加） 170 △42

未収入金の増減額（△は増加） 221 －

その他の資産の増減額（△は増加） △14 438

仕入債務の増減額（△は減少） 905 398

その他の負債の増減額（△は減少） △330 △99

小計 1,504 2,731

利息の受取額 13 1

利息の支払額 △40 △29

法人税等の支払額 △157 △146

法人税等の還付額 5 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,324 2,561

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 △560 △785

無形固定資産の取得による支出 △167 △17

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 △2

長期貸付金の回収による収入 30 23

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 18 115

敷金及び保証金の差入による支出 △70 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △769 △828

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 △898 △1,814

リース債務の返済による支出 △19 △154

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 △950 △1,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △395 △235

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 8,076 6,636
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（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２四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２四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２四半期連結累計期間 

商品部門 

自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日 

金額（百万円） 

生鮮・デイリー 25,939 

グローサリー 23,347 

雑貨等 7,262 

計 56,549 

  当第２四半期連結累計期間 

商品部門 

自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日 

金額（百万円） 

生鮮・デイリー 33,481 

グローサリー 31,306 

雑貨等 9,905 

計 74,693 

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45店にFC店からの転換

店舗数４店を加え、ＦＣ店への転換店舗数５店、閉店店舗数32店を除いた店舗数であります。 

地域 

当第２四半期連結累計期間 

自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 1,760 2.4 23 △2 

茨城県 425 0.6 5 0 

埼玉県 3,014 4.0 36 1 

千葉県 3,982 5.3 48 3 

東京都 26,900 36.0 279 46 

神奈川県 12,997 17.4 131 20 

岐阜県 552 0.7 6 0 

静岡県 1,090 1.5 14 1 

愛知県 7,638 10.2 91 4 

京都府 2,876 3.9 34 0 

大阪府 10,543 14.1 119 0 

兵庫県 2,775 3.7 32 0 

奈良県 135 0.2 2 0 

合計 74,693 100.0 820 73 
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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店および直営店からの転換店舗数５店を 

加え、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２四半期連結累計期間 

自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 218 2.0 5 0 

埼玉県 723 6.5 8 1 

千葉県 965 8.7 11 0 

東京都 5,965 53.5 59 8 

神奈川県 2,601 23.4 27 2 

愛知県 573 5.1 6 △2 

京都府 77 0.7 1 0 

大阪府 13 0.1 0 △1 

合計 11,139 100.0 117 8 
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