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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

(注） 22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11,769百万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54.4％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 ％

23年2月期第3四半期 86,432 4.2 6,516 98.2 7,237 81.0 3,546 141.2
22年2月期第3四半期 82,918 ― 3,287 ― 3,999 ― 1,470 ―

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

23年2月期第3四半期 122.64 122.50
22年2月期第3四半期 50.85 50.80

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

23年2月期第3四半期 97,735 54,496 54.6 1,844.05
22年2月期 105,385 52,005 48.3 1,761.15

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  53,328百万円 22年2月期  50,931百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

年間配当金
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

22年2月期 ― 21.00 ― 21.00 42.00
23年2月期 ― 21.00 ―
23年2月期 

（予想） 22.00 43.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 112,000 2.9 7,100 74.9 8,000 62.3 3,300 103.2 114.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、【添付資料】３ページ「１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２． その他の情報」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） 23年2月期3Q 29,372,774株 22年2月期  29,372,774株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  453,505株 22年2月期  453,318株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 28,919,334株 22年2月期3Q 28,919,636株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間のわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善などによる景気の持ち直しが期待さ

れたものの、円高の進行など先行きが不透明な状況が続き個人消費は依然として厳しい状況で推移しております。 

このような状況の中、当社は経営の構造改革を基盤とした“既存店の活性化”および “将来に向けた取り組

み”を今期の重点課題として定め、グループ成長力の強化に取り組んでおります。 

当第３四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864億 32百万円（前年同期比104.2％）、

営業利益 65 億 16 百万円（同 198.2％）、経常利益 72 億 37 百万円（同 181.0％）、四半期純利益 35 億 46 百万円

（同 241.2％）となりました。また、国内および海外のエリアフランチャイジーを含めた当第３四半期連結会計

期間末店舗数は 3,697 店舗となりました。 

 

各事業の活動状況は次のとおりです。 

 ［国内コンビニエンスストア事業］ 

①ミニストップ株式会社 

当社は、創業 30 周年である本年を新たなスタートとし、“私たちは、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あ

ふれる社会を実現します。”という新しいミッションを策定しました。このミッションのもと、２０１３年度ま

でにお客さま評価Ｎｏ．１を獲得するというビジョンを掲げ、「コーヒー、スイーツ、おにぎりといえばミニス

トップ」を実現するための取り組みを進めております。 

商品部門におきましては、店内加工ファストフード部門において、コーヒーが全店導入から丸１年が経過し、

11 月にブランドを「Ｍ’ｓ ＳＴＹＬＥ ＣＯＦＦＥＥ」へと一新いたしました。10 月と 11 月には「ミニストップ

お得なケータイサイト」（携帯電話向けのモバイルサイト）の会員の方を対象としたコーヒー無料キャンペーン

を期間限定で行い、多くのお客さまから好評を得ることができました。コンビニエンスストア部門におきまして

は、今期から取り組みを始めた加盟店の売場の品揃え強化のサポートを継続して行っております。７、８月の記

録的猛暑の時期は冷し麺を中心とした夏向け商品の販売が大きく伸長し、弁当、調理パン、デザート等の主力日

配品におきましても、当第３四半期を通じての販売が前年を上回って推移する等、品揃え強化の施策は着実に成

果を上げております。新たな取り組みといたしましては、店内で加工した手作りの「新潟コシヒカリおにぎり」

と「惣菜」の取り扱いを、８月より東京都と神奈川県の店舗において順次スタートし、今期中に 200 店舗までの

拡大を予定しております。また、９月にはたばこの値上げ前の駆け込み需要で売上高が大きく伸長しました。値

上げ後の 10 月は反動で一時的に売上高は落ち込みましたが、当第３四半期を通じての既存店１店１日当たりの

売上高前年同期比は 101.6％と回復基調となりました。 

店舗の開発では、出店審査を強化し採算性を重視した新規出店を進めております。また、加盟店オーナーさま

に３店舗以上を経営していただく“多店舗化”を推進しております。 

以上の取り組みを実施した結果、当第３四半期連結累計期間における直轄エリアの新規出店数は 74 店舗、不

採算店 70 店舗を閉店、９月１日付で当社との合併が完了したエムエス九州㈱の 140 店舗を加え、当第３四半期

連結会計期間末店舗数は 1,978 店舗となりました。また、当社の加盟店を含む全店売上高は 2,411 億 98 百万円

（前年同期比 105.0％）となりました。既存店１店１日当たりの売上高前年同期比は、コンビニエンスストア部

門が 99.0％、店内加工ファストフード部門が 98.4％、合計では 98.9％となりました。売上総利益率につきまし

ては 30.1％（前年同期比＋0.2 ポイント）となりました。営業総収入は 452 億 81 百万円（前年同期比 98.8％）、

営業利益は 56 億 96 百万円（同 222.3％）、経常利益は 63 億 57 百万円（同 193.7％）、四半期純利益は 30 億 83

百万円（同 270.0％）となりました。 

 

②国内エリアフランチャイズ事業 

ドラッグストアとコンビニエンスストアを融合した新業態店舗の開発とフランチャイズ事業を展開すること

を目的とした新会社「㈱れこっず」を、８月に㈱ＣＦＳコーポレーションとタキヤ㈱と３社の共同出資により新

設し、10 月に横浜市と神戸市にそれぞれ 1号店を出店いたしました。また、北東北地区でエリアフランチャイズ

事業を展開するエヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク㈱の当第３四半期連結会計期間末店舗数は 52 店舗と

なり、この結果、㈱れこっずの２店舗を含め国内総店舗数は 2,032 店舗となりました。 
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［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 201 店舗、不採算店 59 店舗を閉店し、当第３四半期連

結会計期間末（2010 年９月末）店舗数は 1,342 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３四半期連結会計期間末（同９月末）店舗数は 313 店舗、中国の青島ミニストップ有限公司の当第

３四半期連結会計期間末（同９月末）店舗数は 10 店舗となり、海外総店舗数は 1,665 店舗となりました。 

 

［その他の事業］ 

ネットワークサービス㈱は、定温センター13 か所、常温センター５か所を運営し、ミニストップ店向けの共同

配送事業を全国で展開しております。 

 

(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 

当第３四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 76 億 50 百万円減少し、977 億 35 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であったことにより加盟店貸勘定が 29

億 11 百万円減少、短期貸付金が 25 億 24 百万円減少、未収入金が 11 億 64 百万円減少したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 101 億 41 百万円減少し、432 億 38 百万円となりました。主な変動要因とし

て買掛金が 96 億 99 百万円減少、未払金が 13 億 92 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 24 億 90 百万円増加し、544 億 96 百万円となりました。主な変動要因は、

配当金の支払い 12 億 14 百万円が発生し、マイナス計上している為替換算調整勘定が２億 39 百万円増加した一

方で、四半期純利益を 35 億 46 百万円計上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 55 億 74 百万円、減価償却費 45 億 39 百万

円、加盟店貸勘定の減少額 28 億 96 百万円などによる増加と仕入債務の減少額 93 億 74 百万円などにより 51 億

50 百万円（前年同四半期は 25 億 96 百万円の支出）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、有価証券の償還による収入30億円、有形固定資産取得による支出40億

95百万円、投資有価証券の取得による支出32億49百万円、貸付金の回収による収入25億74百万円などにより36億

57百万円（前年同四半期は80億76百万円）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12億14百万円、短期借入による収入13億84

百万円、短期借入金の返済による支出19億22百万円などにより17億53百万円（前年同四半期は12億円）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２億 53

百万円減少し、131 億 53 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 

   2011年２月期の通期の業績予想につきましては、2010年12月22日発表の「通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 減損損失の兆候の把握方法 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   該当事項はありません。 
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3. 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22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,768 13,607 

加盟店貸勘定 4,626 7,537 

有価証券 2,998 3,005 

商品 1,566 1,849 

短期貸付金 52 2,577 

未収入金 5,424 6,589 

関係会社預け金 3,500 － 

その他 7,741 7,331 

貸倒引当金 △135 △190 

流動資産合計 35,544 42,308 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,619 15,449 

器具及び備品（純額） 12,286 12,628 

土地 325 325 

建設仮勘定 63 1,009 

有形固定資産合計 27,295 29,412 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,687 1,625 

その他 40 146 

無形固定資産合計 1,728 1,771 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,976 4,210 

長期貸付金 236 145 

差入保証金 22,486 23,396 

その他 4,852 4,528 

貸倒引当金 △384 △388 

投資その他の資産合計 33,167 31,892 

固定資産合計 62,191 63,077 

資産合計 97,735 105,385 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,550 30,249 

加盟店借勘定 790 296 

短期借入金 115 750 

未払金 3,318 4,711 

未払法人税等 1,932 152 

預り金 7,754 8,712 

賞与引当金 561 220 

店舗閉鎖損失引当金 67 132 

その他 1,604 1,526 

流動負債合計 36,696 46,752 

固定負債   

退職給付引当金 194 216 

長期預り保証金 5,992 6,048 

その他 355 362 

固定負債合計 6,541 6,627 

負債合計 43,238 53,379 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,491 7,491 

資本剰余金 7,644 7,644 

利益剰余金 38,175 35,843 

自己株式 △801 △801 

株主資本合計 52,510 50,178 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,812 1,507 

為替換算調整勘定 △994 △754 

評価・換算差額等合計 818 753 

新株予約権 47 38 

少数株主持分 1,120 1,036 

純資産合計 54,496 52,005 

負債純資産合計 97,735 105,385 

ミニストップ㈱（9946）平成23年２月期　第３四半期決算短信［日本基準］（連結）

- 6 -



(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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業収入 82,918 86,432 

営業原価 42,419 43,601 

営業総利益 40,499 42,830 

販売費及び一般管理費 37,211 36,313 

営業利益 3,287 6,516 

営業外収益   

受取利息 498 463 

受取配当金 138 137 

その他 97 149 

営業外収益合計 735 749 

営業外費用   

支払利息 － 11 

レジ現金精算損 7 5 

その他 15 12 

営業外費用合計 23 28 

経常利益 3,999 7,237 

特別利益   

固定資産売却益 58 102 

前期損益修正益 － 74 

貸倒引当金戻入額 98 43 

その他 58 16 

特別利益合計 215 237 

特別損失   

固定資産除売却損 116 77 

減損損失 775 1,269 

店舗閉鎖損失 474 374 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 101 67 

その他 129 112 

特別損失合計 1,596 1,900 

税金等調整前四半期純利益 2,618 5,574 

法人税、住民税及び事業税 923 2,411 

法人税等調整額 81 △543 

法人税等合計 1,004 1,867 

少数株主利益 143 159 

四半期純利益 1,470 3,546 
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 2,618 5,574 

減価償却費 4,151 4,539 

減損損失 775 1,269 

のれん償却額 9 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △122 △55 

受取利息及び受取配当金 △637 △600 

支払利息 4 11 

固定資産除売却損益（△は益） 58 △25 

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 1,348 2,896 

たな卸資産の増減額（△は増加） 122 208 

未収入金の増減額（△は増加） 1,067 789 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,245 △9,374 

加盟店借勘定の増減額（△は減少） 404 511 

未払金の増減額（△は減少） △1,926 △1,115 

預り金の増減額（△は減少） △319 △954 

その他 1,216 1,507 

小計 △474 5,181 

利息及び配当金の受取額 395 392 

利息の支払額 △4 △11 

法人税等の支払額 △2,513 △412 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,596 5,150 

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 △1,000 

有価証券の償還による収入 3,145 3,000 

有形固定資産の取得による支出 △7,754 △4,095 

有形固定資産の売却による収入 355 195 

無形固定資産の取得による支出 △680 △374 

投資有価証券の取得による支出 － △3,249 

貸付けによる支出 △154 △158 

貸付金の回収による収入 2,028 2,574 

差入保証金の差入による支出 △5,823 △2,180 

差入保証金の返還による収入 3,980 2,176 

預り保証金の預りによる収入 1,014 681 

預り保証金の返済による支出 △1,124 △695 

その他 △63 △531 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,076 △3,657 
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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 1,524 1,384 

短期借入金の返済による支出 △1,524 △1,922 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △1,200 △1,214 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,200 △1,753 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,879 △253 

現金及び現金同等物の期首残高 18,208 13,407 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,328 13,153 
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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］ 

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、前連結会計年度及び当連結会計年度の第

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は記載を省略しております。 

 

［所在地別セグメント情報］ 

前第３四半期連結累計期間(自 2009年３月１日 至 2009年11月30日) 

                    (単位：百万円) 

 日 本 アジア 計 消去又は全社 連 結 

営業収入及び営業損益      

  営業収入      

  外部顧客に対する営業収入 55,141 27,776 82,918 － 82,918

  セグメント間の内部営業収入又は振替高 132 － 132 ( 132) －

計 55,274 27,776 83,051 ( 132) 82,918

  営業利益 2,646 641 3,287 － 3,287

 (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22,698百万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３四半期連結累計期間の営業収入は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、当連結累計年度の第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３四半期連結累計期間の営業収入は1,415百万円、営業利益は32百万円少

なく計上されております。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 2010年３月１日 至 2010年11月30日) 

                    (単位：百万円) 

 日 本 アジア 計 消去又は全社 連 結 

営業収入及び営業損益      

  営業収入      

  外部顧客に対する営業収入 53,610 32,822 86,432 － 86,432

  セグメント間の内部営業収入又は振替高 149 － 149 ( 149) －

計 53,759 32,822 86,581 ( 149) 86,432

  営業利益 5,799 717 6,516 － 6,516

 (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26,973百万円が含まれております。 
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［海外売上高］ 

前第３四半期連結累計期間(自 2009年３月１日 至 2009年11月30日) 
(単位：百万円) 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外営業収入 27,824 

Ⅱ 連結営業収入 82,918 

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の割合 33.6％ 

 
(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22,698百万円が含まれております。 

（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、当連結累計年度の第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３四半期連結累計期間の海外営業収入及び連結営業収入は1,415百万円少なく計

上されております。 

 
当第３四半期連結累計期間(自 2010年３月１日 至 2010年11月30日) 

(単位：百万円) 

 ア ジ ア 

Ⅰ 海外営業収入 32,878 

Ⅱ 連結営業収入 86,432 

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の割合 38.0％ 

 
(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、中国 

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26,973百万円が含まれております。 

 

(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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