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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4月1日～平成21年12月31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３四半期は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3四半期 113,107 ― 1,806 ― 1,846 ― 1,729 ―

21年3月期第3四半期 101,743 ― △113 ― △88 ― △618 ―

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 1,549.60 1,548.55
21年3月期第3四半期 △3,536.08 ―

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 27,985 12,655 45.2 69,320.27
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3四半期  12,616百万円 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  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 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）  有  

(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 

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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社九九プラス関西 ）

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3四半期 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3四半期  1,586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3四半期 181,333株 21年3月期第3四半期 174,834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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,470 6,246

商品及び製品 3,671 3,216

原材料及び貯蔵品 2 30

その他 3,366 2,717

貸倒引当金 △38 △38

流動資産合計 12,473 12,171

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,623 5,886

その他（純額） 2,246 1,662

有形固定資産合計 8,870 7,548

無形固定資産   

ソフトウエア 1,734 2,233

その他 9 9

無形固定資産合計 1,743 2,242

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,712 3,497

その他 1,227 494

貸倒引当金 △41 △37

投資その他の資産合計 4,898 3,954

固定資産合計 15,512 13,745

資産合計 27,985 25,917

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,506 9,791

1年内返済予定の長期借入金 － 816

未払法人税等 279 207

その他 3,315 2,590

流動負債合計 14,102 13,405

固定負債   

長期借入金 － 998

その他 1,227 732

固定負債合計 1,227 1,730

負債合計 15,329 15,136

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,338 5,338

資本剰余金 5,611 5,489

利益剰余金 1,786 56

自己株式 △80 △103

株主資本合計 12,655 10,781

純資産合計 12,655 10,781

負債純資産合計 27,985 25,917
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 99,747 110,940

加盟店からの収入 1,089 1,338

その他の営業収入 906 828

営業総収入 101,743 113,107

売上原価 75,941 83,676

売上総利益 25,802 29,431

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 11,789 13,246

貸倒引当金繰入額 11 3

その他 14,114 14,373

販売費及び一般管理費合計 25,915 27,624

営業利益又は営業損失（△） △113 1,806

営業外収益   

受取利息 14 2

受取手数料 59 30

受取補償金 26 47

その他 25 23

営業外収益合計 124 104

営業外費用   

支払利息 53 35

その他 46 29

営業外費用合計 99 64

経常利益又は経常損失（△） △88 1,846

特別損失   

減損損失 454 420

店舗閉鎖損失 197 202

商品評価損 62 －

その他 26 211

特別損失合計 740 834

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（△）

△828 1,012

法人税、住民税及び事業税 117 214

法人税等調整額 △327 △931

法人税等合計 △210 △717

四半期純利益又は四半期純損失（△） △618 1,729

㈱九九プラス （3338）　平成22年２月期　第３四半期決算短信

6



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 33,284 36,247

加盟店からの収入 352 508

その他の営業収入 269 278

営業総収入 33,906 37,033

売上原価 25,269 27,199

売上総利益 8,637 9,834

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,886 4,538

貸倒引当金繰入額 4 1

その他 4,502 4,665

販売費及び一般管理費合計 8,393 9,205

営業利益 243 628

営業外収益   

受取利息 0 0

受取手数料 5 13

その他 14 3

営業外収益合計 20 17

営業外費用   

支払利息 14 8

その他 14 18

営業外費用合計 29 27

経常利益 234 618

特別損失   

減損損失 19 91

店舗閉鎖損失 34 －

特別損失合計 54 91

税金等調整前四半期純利益 180 526

法人税、住民税及び事業税 41 51

法人税等調整額 57 193

法人税等合計 99 244

四半期純利益 81 282
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△828 1,012

減価償却費 1,415 1,541

減損損失 454 420

のれん償却額 13 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 3

受取利息 △14 △2

支払利息 53 35

店舗閉鎖損失 197 202

たな卸資産の増減額（△は増加） △86 △249

未収入金の増減額（△は増加） 50 －

その他の資産の増減額（△は増加） △231 △345

仕入債務の増減額（△は減少） 747 △161

その他の負債の増減額（△は減少） △359 △151

小計 1,419 2,305

利息の受取額 14 2

利息の支払額 △61 △38

法人税等の支払額 △173 △153

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 1,204 2,119

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 △1,013 △1,487

無形固定資産の取得による支出 △180 △19

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 △1

長期貸付金の回収による収入 42 40

長期貸付けによる支出 △18 △24

敷金及び保証金の回収による収入 62 172

敷金及び保証金の差入による支出 △197 △220

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,305 △1,540

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 △2,499 △1,814

リース債務の返済による支出 △44 △206

自己株式の処分による収入 － 41

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 △2,576 △1,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,677 △1,401

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 5,793 5,470
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