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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 31,458 △1.3 1,024 △47.2 1,173 △45.3 749 △25.9
23年3月期第2四半期 31,883 6.6 1,941 69.9 2,145 71.9 1,012 60.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 903百万円 （27.8％） 23年3月期第2四半期 707百万円 （―％）

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2四半期 24.32 ―
23年3月期第2四半期 32.83 ―

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2四半期 47,837 37,596 78.4 1,216.36
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2四半期  37,500百万円 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 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 1,180,184 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2Q 30,829,846 株 23年3月期2Q 30,830,323 株
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（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におけるわが国経済は、東日本大震災や電力関連の諸問題による影響が残り、復興

対策の推進などで一部に持ち直しの動きが見られつつも、経営環境は依然として予断を許さない状況が続きまし

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２四半期の連結経営成績につきましては、売上高は314億58百万円（前年同四半期比1.3％

減）、営業利益10億24百万円（同47.2％減）、経常利益11億73百万円（同45.3％減）となり、 終損益は、固定

資産売却益33百万円、新株予約権戻入益1億15百万円、固定資産除却損49百万円、投資有価証券評価損49百万円、

災害による損失99百万円を計上した結果、四半期純利益7億49百万円（同25.9％減）となりました。 
  

 当第２四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、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２四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＞ 

  当第２四半期連結累計期間において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）国産食材や各地のご当地メニューを取り入れた期間限定商品の開発・発売 

（Ⅲ）テレビ番組や他企業とのコラボレーション商品の発売 

（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 
  

 店舗の売上につきましては、季節に応じた期間限定商品や、大型主力商品である「とびきりハンバーグサン

ド」シリーズを積極的に発売するとともに、夏の暑い季節を意識した冷たいデザートや、お持ち帰りに向く物販

商品など、食事目的以外の利用動機を開拓する商品開発にも力を入れてきました。さらに８月下旬からは、国産

食材やご当地メニューを取り入れた商品を各地で限定販売する「エリア別キャンペーン」を実施しました。しか

しながら、こうした施策は地域によって大きく効果が分かれ、既存店の売上高は、客数前期比95.4％、客単価前

期比100.5％により、前期比95.8％と前年を下回る結果となりました。これは、主に首都圏の消費減退傾向や観光

地における旅行客の減少などの影響を受けたものと推察しております。 

 国内の店舗数につきましては、積極的な出店と同時に立地上の使命を終えた店舗の閉店を前倒しで推し進めた

結果、出店23店舗に対し閉店は23店舗で、モスバーガー事業の当第２四半期末の店舗数は1,362店舗（前連結会計

年度末比増減なし）となりました。 

 海外の展開につきましては、台湾202店舗（前連結会計年度末比17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8

店舗（同4店舗増）、オーストラリア1店舗（同増減なし）で、合計で265店舗（同22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294億16百万円（前年同四半期比1.4％減）、営業利益は19

億19百万円（同28.9％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、「マ

ザーリーフ」業態合計で27店舗（前連結会計年度末比3店舗増）、「モスバーガークラシック」事業は1店舗（同

増減なし）、「MOSDO（モスド）」事業は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45店舗（同6店舗減）、「AEN」事業は5店舗（同増減なし）、「ｃｈｅ

ｆ’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。なお、９月にオープンした

「MOSDO」2号店（京都河原町通りショップ）につきましては、運営主体が株式会社ダスキンであるため、当社の

店舗数には算入しておりません。 

 以上の結果、その他飲食事業の売上高は17億37百万円（前年同四半期比1.0％増）、営業損失は1億4百万円（前

年同四半期比21百万円損失増）となりました。 

＜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3億4百万円（前年同四半期比5.9％減）、

営業利益は34百万円（同74.8％減）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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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四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8億49百万円減少し、478億37

百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から22億63百万円減少し、固定資産は14億14百万円増加してお

ります。流動資産が減少した主な理由は、東日本大震災の影響を受け、安定供給の促進により商品が増加する一方

で、債券の満期償還により有価証券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２四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12億63百万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、POS設備のための長期借入金への借換えにより短期借

入金、納税により未払法人税等が減少したためであります。  
  

（純資産）  

 当第２四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4億14百万円増加し、自己資本比率は前連結

会計年度末75.9％から当第２四半期連結会計期間末は78.4％と2.5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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,442,018 5,148,053

受取手形及び売掛金 3,867,516 3,896,266

有価証券 7,270,547 5,282,350

商品及び製品 2,454,741 2,947,162

原材料及び貯蔵品 157,765 128,829

繰延税金資産 395,950 402,071

その他 1,508,036 1,024,383

貸倒引当金 △54,419 △50,914

流動資産合計 21,042,156 18,778,202

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,607,288 10,755,963

減価償却累計額 △6,492,797 △6,588,816

建物及び構築物（純額） 4,114,491 4,167,147

機械装置及び運搬具 201,892 206,101

減価償却累計額 △101,388 △109,316

機械装置及び運搬具（純額） 100,503 96,784

工具、器具及び備品 5,512,719 5,703,874

減価償却累計額 △3,137,720 △3,299,718

工具、器具及び備品（純額） 2,374,999 2,404,156

土地 1,872,629 1,874,404

建設仮勘定 45,872 37,765

有形固定資産合計 8,508,495 8,580,258

無形固定資産   

その他 803,285 764,126

無形固定資産合計 803,285 764,126

投資その他の資産   

投資有価証券 8,006,208 9,621,078

長期貸付金 2,076,886 1,858,959

差入保証金 5,347,833 5,341,399

繰延税金資産 525,760 519,976

その他 2,913,558 2,922,602

貸倒引当金 △322,664 △324,594

投資損失引当金 △214,800 △224,400

投資その他の資産合計 18,332,782 19,715,021

固定資産合計 27,644,563 29,059,407

資産合計 48,686,719 47,837,610
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,240,507 4,103,455

短期借入金 1,229,576 383,966

未払法人税等 531,473 436,617

賞与引当金 406,156 423,596

役員賞与引当金 20,500 －

資産除去債務 18,234 5,000

その他 2,849,901 2,278,359

流動負債合計 9,296,350 7,630,994

固定負債   

長期借入金 60,865 435,867

繰延税金負債 32,107 33,402

退職給付引当金 334,522 361,152

資産除去債務 140,744 130,627

その他 1,639,994 1,649,008

固定負債合計 2,208,233 2,610,057

負債合計 11,504,583 10,241,052

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 17,087,278

自己株式 △1,607,345 △1,607,598

株主資本合計 37,617,368 37,993,057

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 △155,471

為替換算調整勘定 △361,514 △337,495

その他の包括利益累計額合計 △643,604 △492,967

新株予約権 115,542 －

少数株主持分 92,830 96,467

純資産合計 37,182,135 37,596,557

負債純資産合計 48,686,719 47,837,610
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 31,883,252 31,458,797

売上原価 16,811,774 16,616,111

売上総利益 15,071,478 14,842,685

販売費及び一般管理費 13,129,801 13,818,295

営業利益 1,941,677 1,024,389

営業外収益   

受取利息 56,979 59,874

受取配当金 52,343 50,310

設備賃貸料 889,224 782,561

協賛金収入 10,347 54

持分法による投資利益 94,514 88,221

雑収入 82,054 78,612

営業外収益合計 1,185,463 1,059,634

営業外費用   

支払利息 8,436 9,253

設備賃貸費用 922,819 842,907

雑支出 50,769 58,091

営業外費用合計 982,025 910,253

経常利益 2,145,116 1,173,770

特別利益   

固定資産売却益 170 33,532

貸倒引当金戻入額 19,390 －

新株予約権戻入益 － 115,542

その他 882 －

特別利益合計 20,442 149,074

特別損失   

固定資産売却損 80 －

固定資産除却損 18,660 49,572

減損損失 37,231 15,233

投資有価証券評価損 － 49,179

投資損失引当金繰入額 13,900 9,600

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 119,914 222,679

税金等調整前四半期純利益 2,045,644 1,100,165

法人税、住民税及び事業税 882,688 416,038

法人税等調整額 146,497 △68,303

法人税等合計 1,029,186 347,735

少数株主損益調整前四半期純利益 1,016,458 752,429

少数株主利益 4,317 2,730

四半期純利益 1,012,140 749,699
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,016,458 752,429

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △279,633 128,021

為替換算調整勘定 △13,562 24,261

持分法適用会社に対する持分相当額 △15,837 △738

その他の包括利益合計 △309,033 151,544

四半期包括利益 707,425 903,974

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 706,422 900,337

少数株主に係る四半期包括利益 1,003 3,636
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 2,045,644 1,100,165

減価償却費 842,674 940,230

減損損失 37,231 15,233

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 50,042 －

持分法による投資損益（△は益） △94,514 △88,221

固定資産除売却損益（△は益） 18,570 16,039

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500 △20,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,777 17,233

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,283 26,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,240 10,053

投資損失引当金の増減額（△は減少） 13,900 9,600

受取利息及び受取配当金 △109,322 △110,184

支払利息 8,436 9,253

売上債権の増減額（△は増加） 325,970 △52,504

たな卸資産の増減額（△は増加） △266,895 △458,416

仕入債務の増減額（△は減少） 364,832 △143,998

新株予約権戻入益 － △115,542

その他 △298,273 △304,828

小計 2,929,616 850,243

利息及び配当金の受取額 156,495 138,672

利息の支払額 △7,226 △9,908

法人税等の支払額 △620,995 △506,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,457,889 472,434

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 △1,328,166 △300,000

有価証券の償還による収入 1,589,868 1,070,252

有形固定資産の取得による支出 △577,796 △1,073,302

有形固定資産の売却による収入 33,077 110,693

無形固定資産の取得による支出 △56,268 △178,499

貸付けによる支出 △105,200 △185,880

貸付金の回収による収入 405,056 433,895

投資有価証券の取得による支出 △3,884,360 △2,248,953

投資有価証券の償還による収入 702,940 1,442,560

定期預金の預入による支出 △11,410 △11,407

定期預金の払戻による収入 7,328 7,752

その他 73,909 473,802

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,151,021 △459,085
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △312,820 △1,017,680

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △74,998 △54,998

自己株式の取得による支出 △128 △253

配当金の支払額 △310,301 △372,913

その他 △69,645 △72,783

財務活動によるキャッシュ・フロー △767,893 △918,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,966 6,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,442,058 △898,759

現金及び現金同等物の期首残高 8,846,335 7,782,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,404,276 6,883,868
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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△810,162千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△810,162千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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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△824,783千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△824,783千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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  29,912,098  1,647,936  323,217  31,883,252  －  31,883,252

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 72,411  888  501,772  575,072  △575,072  －

計  29,984,510  1,648,825  824,989  32,458,325  △575,072  31,883,252

セグメント利益又は損失（△）  2,662,098  △47,227  136,968  2,751,839  △810,162  1,941,677

  （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  29,416,961  1,737,712  304,123  31,458,797  －  31,458,797

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 68,030  839  391,740  460,610  △460,610  －

計  29,484,992  1,738,551  695,863  31,919,407  △460,610  31,458,797

セグメント利益又は損失（△）  1,919,017  △104,093  34,249  1,849,175  △824,783  1,024,389
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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２四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△810,162千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△810,162千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  29,838,796  1,721,249  323,207  31,883,252  －  31,883,252

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 72,411  888  393,778  467,078  △467,078  －

計  29,911,207  1,722,137  716,985  32,350,331  △467,078  31,883,252

セグメント利益又は損失（△）  2,698,542  △82,851  136,148  2,751,839  △810,162  1,941,677

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他の注記事項

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９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） 

 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。 

（８）重要な後発事象
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