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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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）

売上高 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 ％

24年3月期第1四半期 15,028 △1.6 412 △35.7 526 △31.2 238 △26.3
23年3月期第1四半期 15,270 3.9 642 18.5 765 23.3 323 △4.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 350百万円 （70.3％） 23年3月期第1四半期 205百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.72 ―
23年3月期第1四半期 10.48 ―

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

24年3月期第1四半期 47,543 37,159 77.7 1,198.45
23年3月期 48,686 37,182 75.9 1,199.28
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  36,948百万円 23年3月期  36,973百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 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

第2四半期(累計) 31,000 △2.8 1,150 △40.8 1,350 △37.1 750 △25.9 24.33
通期 64,000 1.3 2,750 △14.7 3,050 △15.3 1,900 2.5 61.63



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、3ページ【1.当四半期決算に関する定性的情
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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 32,009,910 株 23年3月期 32,009,910 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,180,054 株 23年3月期 1,179,997 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 30,829,899 株 23年3月期1Q 30,830,348 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や電力関連の諸問題により経済活動  

が大きく混乱し、消費マインドの低下も色濃く、個人消費は引き続き厳しい状況で推移しました。 

 このような中、当社グループは、平成32年３月期を 終とする「モスグループ10年ビジョン」を策定し、「人

間貢献・社会貢献」の経営理念のもと、「食を通じて人を幸せにすること」という企業目標の達成に向け、商品

開発、店作り、サービスの一層の充実、新業態の開発などによるチェーン基盤の強化と、当グループならではの

独自性の確立に向け、努力を続けてまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は150億28百万円（前年同四半期比

1.6％減）、営業利益4億12百万円（同35.7％減）、経常利益5億26百万円（同31.2％減）となり、 終損益は、固

定資産売却益32百万円、固定資産除却損17百万円、災害による損失99百万円等を計上した結果、四半期純利益2億

38百万円（同26.3％減）となりました。 
  

 当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、従来「モスバーガー事業」に含まれておりました「新規事業部」事業

を、販売商品の今後の展開に鑑みて「その他飲食事業」に、従来「その他の事業」に含まれておりました「店舗

保守、内装工事等」の事業を、モスバーガー事業の店舗設備の安全体制を強化する目的で本社に一本化を行った

ため、「モスバーガー事業」に移行しております。この変更に伴い、前第１四半期連結累計期間のセグメント利

益又は損失は、変更後のセグメント区分により作成したセグメント利益又は損失を基に記載しております。 
  
 ＜モスバーガー事業＞  

  当社グループの基幹事業であるモスバーガー事業では、主として以下の施策を展開いたしました。  

（Ⅰ）国産食材を使用した「とびきりハンバーグサンド」のシリーズ展開 

（Ⅱ）テレビ番組や他企業とのコラボレーション商品の発売 

（Ⅲ）期間・季節限定商品および物販商品等の開発 

（Ⅳ）携帯メール会員・スマートフォン会員を活用した販売促進活動の推進 

（Ⅴ）海外店舗の出店促進 
  

 店舗の売上につきましては、大型主力商品である国産肉をはじめとする国産食材を活用した「とびきりハンバ

ーグサンド」シリーズが引き続き好調に推移し、当第１四半期連結会計期間末現在で当シリーズの累計販売食数

が5,200万食に達しました。定番商品をアレンジした「旨辛テリヤキバーガー」や夏の限定商品「ナン」シリー

ズ、新デザートの「フローズンスイーツ」「モスのかき氷」など、季節に応じた期間限定商品の投入も積極的に

行いご好評いただいております。また、今年で3年目となるテレビ番組とのコラボレーション商品や、製菓メーカ

ーとのコラボレーション商品第6弾など、他企業との連携で新しい価値を生み出しご提供する取り組みも定着しつ

つあります。しかしながら、予想以上の効果があった昨年６月のキャンペーンには及ばず、既存店の売上高は、

客数前期比96.1％、客単価前期比101.0％により、前期比97.0％と前年を下回る結果となりました。 

 携帯サイトなどモバイル機器を活用した販促活動にも引き続き力を入れており、４月にはスマートフォン向け

の専用アプリの配信を開始しました。登録会員数は携帯メール・スマートフォンの合計で、当第１四半期連結会

計期間末現在で314万人に達しています。会員限定のクーポン配信やキャンペーンの実施に加え、オリジナルコン

テンツの提供などの付加価値により、店舗利用の促進のみならずファン層づくりへ貢献しております。  

 国内の店舗数につきましては、前年度に続き積極的な出店を目指しておりますが、当第１四半期連結会計期間

末においては立地上の使命を終えた店舗の閉店を優先させる計画となっており、出店10店舗に対し閉店は13店舗

で、モスバーガー事業の当第１四半期連結会計期間末の店舗数は1,359店舗（前連結会計年度末比3店舗減）とな

りました。 

 海外の展開につきましては、台湾198店舗（前連結会計年度末比13店舗増）、シンガポール28店舗（同増減な

し）、香港16店舗（同1店舗増）、タイ6店舗（同増減なし）、インドネシア4店舗（同増減なし）、中国・厦門4

店舗（同増減なし）、オーストラリア1店舗（同増減なし）で、合計で257店舗（同14店舗増）となりました。 

 これらの施策により、モスバーガー事業の売上高は140億38百万円（前年同四半期比1.5％減）、営業利益8億64

百万円（同19.7％減）となりました。 
  
 ＜その他飲食事業＞ 

 「マザーリーフ」「自由が丘あえん おそうざい」「ちりめん亭」「AEN（あえん）」「ｃｈｅｆ’s V（シェ

フズブイ）」「GREEN GRILL（グリーングリル）」等の各事業を運営するその他飲食事業につきましては、まず

「マザーリーフ」事業の新業態となるセルフスタイルの紅茶カフェ「マザーリーフ ティースタイル」を６月に

東京都立川市へ初出店しました。店舗数は、「マザーリーフ」業態合計で25店舗（前連結会計年度末比1店舗

増）、「モスバーガークラシック」事業1店舗（同増減なし）、「MOSDO（モスド）」事業1店舗（同増減なし）、

「自由が丘あえん おそうざい」事業は3店舗（同増減なし）、「ちりめん亭」事業は47店舗（同4店舗減）、

「AEN」事業は5店舗（同増減なし）、「ｃｈｅｆ’ｓ V」および「GREEN GRILL」事業は合計で3店舗（同増減な

し）となりました。 

 以上の結果、その他飲食事業の売上高は8億39百万円（前年同四半期比2.5％減）、営業損失は59百万円（前年

同四半期比6百万円損失増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 ＜その他の事業＞  

 モスバーガー事業およびその他飲食事業を、衛生、金融、保険面で支援する連結子会社の株式会社エム・エイ

チ・エスおよび株式会社モスクレジットによるその他の事業の売上高は1億51百万円（前年同四半期比5.5％

減）、営業利益は20百万円（同65.3％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末の486億86百万円から11億円42百万円減少し、475

億43百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から11億72百万円減少し、固定資産は29百万円増加してお

ります。流動資産が減少した主な理由は、法人税等の支払、配当金の支払により現金及び預金が減少したためであ

ります。固定資産が増加した主な理由は、余剰資金の運用により投資有価証券が増加したためであります。  
  

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ11億19百万円減少しております。この減少の

主な理由は、POS設備のための長期借入金が増加した一方で、短期借入金、未払法人税等、賞与引当金が減少したた

めであります。  
  

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ23百万円減少し、自己資本比率は前連結会

計年度末75.9％から当第１四半期連結会計期間末は77.7％と1.8ポイント増加しております。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年5月9日発表の通期連結業績予想と変更はございません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,442,018 4,128,785

受取手形及び売掛金 3,867,516 3,605,475

有価証券 7,270,547 7,378,114

商品及び製品 2,454,741 3,452,260

原材料及び貯蔵品 157,765 139,155

繰延税金資産 395,950 273,552

その他 1,508,036 942,848

貸倒引当金 △54,419 △50,213

流動資産合計 21,042,156 19,869,979

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,607,288 10,648,764

減価償却累計額 △6,492,797 △6,524,177

建物及び構築物（純額） 4,114,491 4,124,587

機械装置及び運搬具 201,892 201,452

減価償却累計額 △101,388 △103,856

機械装置及び運搬具（純額） 100,503 97,595

工具、器具及び備品 5,512,719 5,577,606

減価償却累計額 △3,137,720 △3,182,679

工具、器具及び備品（純額） 2,374,999 2,394,926

土地 1,872,629 1,874,950

建設仮勘定 45,872 54,246

有形固定資産合計 8,508,495 8,546,306

無形固定資産   

その他 803,285 815,094

無形固定資産合計 803,285 815,094

投資その他の資産   

投資有価証券 8,006,208 8,168,273

長期貸付金 2,076,886 1,960,095

差入保証金 5,347,833 5,351,421

繰延税金資産 525,760 455,223

その他 2,913,558 2,915,647

貸倒引当金 △322,664 △318,326

投資損失引当金 △214,800 △219,800

投資その他の資産合計 18,332,782 18,312,534

固定資産合計 27,644,563 27,673,935

資産合計 48,686,719 47,543,915
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,240,507 4,355,489

短期借入金 1,229,576 455,226

未払法人税等 531,473 84,812

賞与引当金 406,156 216,103

役員賞与引当金 20,500 －

資産除去債務 18,234 18,800

その他 2,849,901 2,576,841

流動負債合計 9,296,350 7,707,273

固定負債   

長期借入金 60,865 518,366

繰延税金負債 32,107 33,632

退職給付引当金 334,522 347,955

資産除去債務 140,744 137,549

その他 1,639,994 1,640,021

固定負債合計 2,208,233 2,677,525

負債合計 11,504,583 10,384,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,412,845 11,412,845

資本剰余金 11,100,532 11,100,532

利益剰余金 16,711,335 16,575,689

自己株式 △1,607,345 △1,607,415

株主資本合計 37,617,368 37,481,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △282,090 △210,021

為替換算調整勘定 △361,514 △323,465

その他の包括利益累計額合計 △643,604 △533,486

新株予約権 115,542 115,542

少数株主持分 92,830 95,408

純資産合計 37,182,135 37,159,116

負債純資産合計 48,686,719 47,543,915
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 15,270,627 15,028,572

売上原価 8,088,865 7,886,556

売上総利益 7,181,761 7,142,016

販売費及び一般管理費 6,539,358 6,729,079

営業利益 642,403 412,936

営業外収益   

受取利息 25,216 28,868

受取配当金 51,237 49,209

設備賃貸料 430,854 383,805

協賛金収入 10,107 50

持分法による投資利益 52,153 41,430

雑収入 42,155 46,720

営業外収益合計 611,725 550,086

営業外費用   

支払利息 4,375 4,585

設備賃貸費用 463,462 415,324

雑支出 21,081 16,984

営業外費用合計 488,920 436,894

経常利益 765,208 526,128

特別利益   

固定資産売却益 169 32,243

貸倒引当金戻入額 12,671 －

その他 882 －

特別利益合計 13,722 32,243

特別損失   

固定資産売却損 80 －

固定資産除却損 9,705 17,022

減損損失 23,290 4,800

投資損失引当金繰入額 1,800 5,000

災害による損失 － 99,094

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,042 －

特別損失合計 84,918 125,917

税金等調整前四半期純利益 694,013 432,454

法人税、住民税及び事業税 226,641 50,031

法人税等調整額 141,386 142,961

法人税等合計 368,028 192,992

少数株主損益調整前四半期純利益 325,984 239,461

少数株主利益 2,759 1,350

四半期純利益 323,225 238,111
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 325,984 239,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △152,780 72,946

為替換算調整勘定 21,420 33,060

持分法適用会社に対する持分相当額 11,317 5,339

その他の包括利益合計 △120,042 111,346

四半期包括利益 205,942 350,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 201,221 348,229

少数株主に係る四半期包括利益 4,720 2,578
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  該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△441,086千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△441,086千円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に

係る部門の費用であります。  

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△413,252千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△415,133千円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に

係る部門の費用であります。  

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

         報告セグメント 
  

調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2  

モスバーガ
ー事業 

  

その他飲食
事業 

  

その他の事
業 

  

計 
  

売  上  高             

(1) 外部顧客に対する売上高  14,287,260  823,031  160,335  15,270,627  －  15,270,627

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 36,553  514  236,453  273,521  △273,521  －

計  14,323,813  823,545  396,789  15,544,148  △273,521  15,270,627

セグメント利益又は損失（△）  1,053,457  △29,867  59,899  1,083,489  △441,086  642,403

  （単位：千円）

  

         報告セグメント 
  

調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2  

モスバーガ
ー事業 

  

その他飲食
事業 

  

その他の事
業 

  

計 
  

売  上  高             

(1) 外部顧客に対する売上高  14,038,068  839,005  151,498  15,028,572  －  15,028,572

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 33,611  296  194,963  228,872  △228,872  －

計  14,071,679  839,302  346,462  15,257,444  △228,872  15,028,572

セグメント利益又は損失（△）  864,398  △59,102  20,892  826,189  △413,252  412,936
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  当第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更しております。従来「モスバーガー事業」に含まれてお

りました「新規事業部」事業を、販売商品の今後の展開に鑑みて「その他飲食事業」に、従来「その他の事業」

に含まれておりました「店舗保守、内装工事等」の事業を、モスバーガー事業の店舗設備の安全体制を強化する

目的で本社に一本化を行ったため、「モスバーガー事業」に移行しております。 

 なお、変更後のセグメント区分により作成した前第１四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高

及び利益又は損失の金額に関する情報は、以下の通りであります。 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△441,086千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△441,086千円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に

係る部門の費用であります。  

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

該当事項はありません。  

（単位：千円）

  

         報告セグメント 
  

調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2  

モスバーガ
ー事業 

  

その他飲食
事業 

  

その他の事
業 

  

計 
  

売  上  高             

(1) 外部顧客に対する売上高  14,250,125  860,176  160,325  15,270,627  －  15,270,627

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 36,553  514  197,719  234,787  △234,787  －

計  14,286,678  860,690  358,045  15,505,414  △234,787  15,270,627

セグメント利益又は損失（△）  1,075,827  △52,579  60,242  1,083,489  △441,086  642,403

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）その他の注記事項

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（７）重要な後発事象
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