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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 20,384 ― 481 ― 531 ― 73 ―

21年2月期第3四半期 22,307 2.2 928 4.7 976 4.6 290 8.5

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3四半期 9.71 ―

21年2月期第3四半期 37.76 ―

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3四半期 16,960 6,197 35.7 799.03
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3四半期  6,052百万円 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

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年2月期 ― 6.00 ―

22年2月期 
（予想） 6.00 12.00

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  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

通期 27,000 △6.6 400 △56.9 △450 △55.4 △70 ― △9.23



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、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3四半期  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3四半期  131,946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3四半期  7,580,292株 21年2月期第3四半期  7,692,154株



当第３四半期連結累計期間（平成21年3月1日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、輸出関連の
回復や政府の経済対策等により一部に持ち直しの兆しが見られたものの、物価下落により企業収益や設備
投資が減少し、雇用・所得環境の悪化によって個人消費が冷え込むなど、依然として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、タスポ効果が一巡したことに加え、消費者の節約志向を背

景とした内食化が加速し、生活防衛意識の高まりによる低価格商品への志向も進んだこと、前年に比べて
天候要素がマイナスに作用したことなどによって客数、客単価が前年同期に比べ低下傾向となりました。
このような環境の下、当社グループは接客サービスの向上及びその徹底を図りつつ、ポイント戦略に基

づく各種販促施策を展開することで、顧客層の拡大並びに客数の増加に努めてまいりました。しかしなが
ら、前述の消費低迷による影響が強く客数が減少した結果、当第３四半期連結累計期間のチェーン全店売
上高は814億16百万円となりました。また、営業総収入は203億84百万円となり、営業利益は4億81百万
円、経常利益は5億31百万円となりました。また、四半期純利益は73百万円となりました。 
店舗開発につきましては、地区毎のリージョン制により、出店プロセスの強化に努める一方、独立研修

社員制度により、人材輩出の促進を図りました。店舗数につきましては、開店22店、閉店19店の結果、総
店舗数653店（エリア・フランチャイズ契約に基づく四国地区は63店、スリーエフ店合計716店）となって
おります。 
店舗運営につきましては、クリーンネス・フレンドリーサービス・身だしなみのチェックを徹底しつ

つ、店舗スタッフのトレーニングをより一層強化したほか、店舗情報システムを活用した品揃えの向上に
努め、お客様が欲しい商品が気持ち良くお買い求め頂ける、魅力あるお店作りを目指してまいりました。
商品面につきましては、2002年より展開しているチルド温度帯（5～10℃）で製造、物流、販売するチ

ルド弁当を、食材本来の味や食感をさらに高めてリニューアルしました。カウンターフーズの「こんがり
スナック」では新商品を導入し、既存商品もプライスダウンを行ったことで、買上げ点数が向上いたしま
した。また社会貢献活動として、スリーエフオリジナル企画「ミスキャンパスのおもいやりゴハン」の売
上の一部を、ＮＰＯ法人テーブル・フォー・ツーを通じてアフリカの子供たちに学校給食として届けまし
た。更に、株式会社日本カーシェアリングと提携し、日本初のコンビニ店舗を活用したカーシェアリング
サービスを開始いたしました。 

  

当第３四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6億63
百万円の減少となりました。これは主に加盟店貸勘定及び有形固定資産、無形固定資産の減少等によるも
のであります。 
 負債につきましては、5億80百万円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少等によるもので
あります。 
 純資産につきましては、82百万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利益が1億84百万円となりましたが、加
盟店貸勘定の減少及び仕入債務の増加等により、16億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、6億60百万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、5億34百万円の
支出となりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結会計期間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4億5百万円増加し、14億53百万円となりました。 

・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
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今後の見通しにつきましては、わが国経済は最悪期を脱したとの見方がある反面、依然として物価の下
落基調が続くデフレ状況にあり、消費者の購買力の押し上げという期待は持てるものの、企業収益の悪化
が賃金や雇用に与える悪影響が増える懸念から、個人消費も今後暫くは低調に推移するものと予測され、
低価格志向が強まる市場環境の下、さらに厳しい状況で推移すると思われます。 
なお、平成22年2月期の連結業績予想については、平成21年10月1日に公表しました連結業績予想から変

更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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
原価法から売価還元法による原価法(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。  
  

  
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末 
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,754 1,348 
加盟店貸勘定 827 1,262 
商品 413 404 
貯蔵品 7 4 
未収入金 445 451 
その他 921 912 
貸倒引当金 △14 △6 

流動資産合計 4,356 4,377 
固定資産   

有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,794 2,975 
その他（純額） 882 970 
有形固定資産合計 3,677 3,946 

無形固定資産   
のれん 25 31 
ソフトウエア 1,406 1,650 
その他 60 60 
無形固定資産合計 1,492 1,742 

投資その他の資産   
敷金及び保証金 7,169 7,253 
その他 310 328 
貸倒引当金 △46 △23 

投資その他の資産合計 7,433 7,558 

固定資産合計 12,603 13,246 

資産合計 16,960 17,624 
負債の部   

流動負債   
買掛金 5,179 5,007 
加盟店借勘定 27 23 
1年内返済予定の長期借入金 521 521 
未払金 975 1,092 
未払法人税等 22 64 
預り金 2,782 2,749 
賞与引当金 87 294 
その他 13 37 
流動負債合計 9,611 9,791 

固定負債   
長期借入金 340 731 
役員退職慰労引当金 26 26 
長期預り保証金 775 783 
その他 8 10 
固定負債合計 1,151 1,552 

負債合計 10,762 11,343 
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年11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 3,090 3,146 
自己株式 △86 △61 

株主資本合計 6,046 6,126 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 11 
評価・換算差額等合計 6 11 

少数株主持分 144 142 
純資産合計 6,197 6,280 

負債純資産合計 16,960 17,624 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

営業収入  
加盟店からの収入 9,068 
その他の営業収入 514 
営業収入合計 9,582 

売上高  
売上高 10,801 

営業総収入合計 20,384 

売上原価 8,028 
営業総利益 12,356 

販売費及び一般管理費 11,875 
営業利益 481 
営業外収益  

受取利息 34 
受取配当金 0 
解約精算金 14 
協賛金収入 15 
その他 3 
営業外収益合計 68 

営業外費用  
支払利息 14 
減価償却費 2 
その他 1 
営業外費用合計 18 

経常利益 531 
特別利益  

固定資産売却益 0 
特別利益合計 0 

特別損失  
固定資産除却損 130 
リース解約損 19 
賃貸借契約解約損 84 
減損損失 111 
その他 1 
特別損失合計 347 

税金等調整前四半期純利益 184 
法人税、住民税及び事業税 25 
法人税等調整額 81 
法人税等合計 107 

少数株主利益 3 
四半期純利益 73 
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【第３四半期連結会計期間】 
(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成21年11月30日) 

営業収入  
加盟店からの収入 2,812 
その他の営業収入 163 
営業収入合計 2,975 

売上高  
売上高 3,602 

営業総収入合計 6,577 

売上原価 2,691 
営業総利益 3,886 

販売費及び一般管理費 3,806 
営業利益 79 
営業外収益  

受取利息 12 
解約精算金 2 
その他 0 
営業外収益合計 14 

営業外費用  
支払利息 4 
減価償却費 1 
その他 0 
営業外費用合計 5 

経常利益 89 
特別損失  

固定資産除却損 11 
リース解約損 1 
賃貸借契約解約損 22 
減損損失 21 
その他 0 
特別損失合計 56 

税金等調整前四半期純利益 32 
法人税、住民税及び事業税 8 
法人税等調整額 12 
法人税等合計 21 

少数株主利益 1 
四半期純利益 10 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11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 184 
減価償却費 746 
減損損失 111 
長期前払費用償却額 3 
のれん償却額 5 
固定資産売却損益（△は益） △0 
固定資産除却損 130 
リース解約損 19 
賃貸借契約解約損 84 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 30 
受取利息及び受取配当金 △35 
支払利息 14 
加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 435 
未収入金の増減額（△は増加） △15 
たな卸資産の増減額（△は増加） △12 
前払費用の増減額（△は増加） △26 
その他の流動資産の増減額（△は増加） △26 
仕入債務の増減額（△は減少） 172 
未払金の増減額（△は減少） 3 
預り金の増減額（△は減少） 33 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △226 

小計 1,632 
利息及び配当金の受取額 35 
利息の支払額 △14 
法人税等の支払額 △53 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,600 
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 △301 
定期預金の払戻による収入 300 
有形固定資産の取得による支出 △313 
有形固定資産の売却による収入 41 
敷金及び保証金の差入による支出 △310 
敷金及び保証金の回収による収入 318 
無形固定資産の取得による支出 △215 
その他 △180 

投資活動によるキャッシュ・フロー △660 

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 △391 
自己株式の取得による支出 △24 
配当金の支払額 △117 
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 △534 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 405 

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 1,453 

㈱スリーエフ（7544）平成22年2月期第３四半期決算短信



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、当第３四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の記載を省略しております。  
  
2 所在地別セグメント情報 
当第３四半期連結累計期間において、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 

当第３四半期累計期間において、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３四半期)

        金    額

   I 営業総収入 22,307

  Ⅱ売上原価 8,928

    営業総利益 13,379

  Ⅲ販管費及び一般管理費 12,450

    営業利益 928

  Ⅳ営業外収益 71

  Ⅴ営業外費用 23

    経常利益 976

  Ⅵ特別利益 0

  Ⅶ特別損失 440

    税金等調整前四半期純利益 536

    法人税、住民税及び事業税 264

    法人税等調整額 △21

    少数株主利益 3

    四半期純利益 290
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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３四半期)

       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利益 536

   減価償却費 765

   減損損失 112

   固定資産除却損 159

   加盟店貸勘定の増減額 △606

   仕入債務の増減額 535

   未払金の増減額 77

   預り金の増減額 579

   その他 497

   小   計 2658

     法人税等の支払額 △164

   その他 32

      営業活動によるキャッシュ・フロー 2526

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 △360

   敷金及び保証金の差入による支出 △323

   敷金及び保証金の回収による収入 358

   無形固定資産の取得による支出 △239

   その他 △181

      投資活動によるキャッシュ・フロー △747

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 △546

   その他 △185

      財務活動によるキャッシュ・フロー           △731

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 1,046

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 2,459
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