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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 47,987 △0.2 1,700 △39.3 1,924 △38.1 1,553 1.0
23年3月期第3四半期 48,105 5.0 2,802 54.0 3,110 53.3 1,537 52.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,400百万円 （14.2％） 23年3月期第3四半期 1,225百万円 （―％）

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3四半期 50.39 ―
23年3月期第3四半期 49.87 ―

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3四半期 48,844 37,778 77.2 1,222.58
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3四半期  37,691百万円 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  ：  有   

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 62,800 △0.6 2,000 △37.9 2,250 △37.5 1,700 △8.3 55.14



(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3Q 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3Q 1,180,194 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3Q 30,829,809 株 23年3月期3Q 30,830,291 株
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（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におけるわが国経済は、東日本大震災による影響に加え、欧州債務危機に端を発する金

融不安や先行き不透明な経済状況などからくる生活防衛意識の高まりにより、依然として厳しい経営環境が続きまし

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」を策定しており、

「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、当社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３四半期の連結経営成績につきましては、売上高は479億87百万円（前年同四半期比0.2％減）、営

業利益17億円（同39.3％減）、経常利益19億24百万円（同38.1％減）となり、 終損益は、持分変動利益4億46百万

円、固定資産売却益44百万円、新株予約権戻入益1億15百万円、、固定資産除却損54百万円、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15億53百万円（同1.0%増）となりました。 
  
 当第３四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３四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３四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）「世界同時発売キャンペーン」の展開  

  (Ⅴ) 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 

 （Ⅵ）海外出店の強化 
  
 国内店舗の商品施策としましては、大型主力商品である「とびきりハンバーグサンド」シリーズから新商品を

発売したほか、季節に応じた期間限定商品や、お持ち帰りに向く物販商品、また各地の食材やご当地メニューを

取り入れた地域限定商品などを開発し、幅広いお客さまにご利用いただけるよう積極的に販売してまいりまし

た。また、11月よりクリスマス時期に向けた「モスチキンパック」の販売促進に取り組み、例年どおり大変ご好

評いただきました。さらに、12月26日より、日本と海外の店舗で同時に同コンセプト商品を期間限定で販売する

「世界同時発売キャンペーン」を開始しております。しかしながら、第２四半期までの売上・客数減をカバーす

るには至らず、既存店の売上高は、客数前期比96.1％、客単価前期比100.8％により、前期比96.8％と前年を下回

る結果となりました。 

 国内の店舗数につきましては、立地上の使命を終えた店舗を閉店し、一方で店舗数の純増を目指し積極的な出

店を進めた結果、出店40店舗に対し閉店は28店舗で、モスバーガー事業の当第３四半期末の店舗数は1,374店舗

（前連結会計年度末比12店舗増）となりました。 

 海外の展開につきましては、台湾210店舗（前連結会計年度末比25店舗増）、シンガポール27店舗（同1店舗

減）、香港16店舗（同1店舗増）、タイ7店舗（同1店舗増）、インドネシア4店舗（同増減なし）、中国12店舗

（同8店舗増）、オーストラリア3店舗（同2店舗増）で、合計で279店舗（同36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448億32百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業利益は30

億12百万円（同24.3％減）となりました。 

  

 ＜その他飲食事業＞  

 「マザーリーフ」「モスバーガークラシック」「MOSDO（モスド）」「MOSCO（モスコ）」「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」事業は1店舗（同増減

なし）、「MOSCO」事業は1店舗（同1店舗増）、「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）、「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。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26億83百万円（前年同四半期比1.3％増）、営業損失は1億44百万円

（前年同四半期比52百万円損失増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

-2-

株式会社モスフードサービス（8153）　平成24年３月期　第３四半期決算短信



  

 ＜その他の事業＞ 

  「モスバーガー」および「マザーリーフ」をはじめとするその他飲食の各事業を、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4億

71百万円（前年同四半期比7.8％減）、営業利益は67百万円（同70.7％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３四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1億58百万円増加し、488億

44百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から14億29百万円減少し、固定資産は15億87百万円増加し

ております。流動資産が減少した主な理由は12月のクリスマス商戦と年末年始の加盟店向けの卸売に係る売掛金

が増加した一方で、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、余剰資金の運用と関係会社安心食品服務(股)の公募増資による持分変動差額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３四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4億38百万円減少しております。この減少の

主な理由は、12月のクリスマス商戦と年末年始の加盟店向けの卸売に係る仕入に伴う買掛金及びPOS設備取得に係

る長期借入金が増加した一方で、短期借入金、賞与引当金、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３四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5億96百万円増加し、自己資本比率は前連

結会計年度末75.9％から当第３四半期連結会計期間末は77.2％と1.3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 

 通期の業績予想は、売上高628億円、営業利益20億円、経常利益22億50百万円、当期純利益17億円に修正いたしま

した。 

  

 なお、平成23年５月９日の「平成23年３月期 決算短信」で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通

りです。 

（通期） 

   当第３四半期の業績は、基幹事業であるモスバーガー事業の全店売上高が前年比 100.0％を達成するなど持ち直し

傾向が見られたものの、上期までの売上不振を取り戻すまでには至らない結果となりました。第４四半期において

は、景気後退が懸念されるなかで消費者の生活防衛意識は高まっており、引き続き厳しい経営環境が続くことが予

想されます。そのため、通期の売上高、利益とも当初の計画を下回る見込みとなりましたので、前回予想を修正い

たします。なお、期末配当金につきましては前回予想のとおり1株につき10円を予定しております。 

 なお、通期の個別業績予想につきましても、売上高485億円、営業利益17億50百万円、経常利益19億50百万円、当

期純利益11億50百万円に修正いたしましたので、詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。   

  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 

前回発表予想（Ａ） 64,000 2,750 3,050 1,900 61 63 

今回修正予想（Ｂ） 62,800 2,000 2,250 1,700 55 14

増減額（Ｂ－Ａ） △1,200 △750 △800 △200 －   

増減率（％） △1.9 △27.3 △26.2 △10.5 －   

前期実績 63,175 3,223 3,602 1,854 60 14 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,442,018 4,932,075

受取手形及び売掛金 3,867,516 5,126,109

有価証券 7,270,547 5,107,802

商品及び製品 2,454,741 3,114,723

原材料及び貯蔵品 157,765 126,784

繰延税金資産 395,950 325,423

その他 1,508,036 944,547

貸倒引当金 △54,419 △65,046

流動資産合計 21,042,156 19,612,420

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,607,288 10,758,752

減価償却累計額 △6,492,797 △6,700,007

建物及び構築物（純額） 4,114,491 4,058,745

機械装置及び運搬具 201,892 213,668

減価償却累計額 △101,388 △104,667

機械装置及び運搬具（純額） 100,503 109,000

工具、器具及び備品 5,512,719 5,761,768

減価償却累計額 △3,137,720 △3,432,897

工具、器具及び備品（純額） 2,374,999 2,328,870

土地 1,872,629 1,795,114

建設仮勘定 45,872 60,014

有形固定資産合計 8,508,495 8,351,746

無形固定資産   

その他 803,285 751,584

無形固定資産合計 803,285 751,584

投資その他の資産   

投資有価証券 8,006,208 10,168,580

長期貸付金 2,076,886 1,823,382

差入保証金 5,347,833 5,297,569

繰延税金資産 525,760 480,176

その他 2,913,558 2,915,754

貸倒引当金 △322,664 △323,612

投資損失引当金 △214,800 △232,800

投資その他の資産合計 18,332,782 20,129,051

固定資産合計 27,644,563 29,232,382

資産合計 48,686,719 48,844,802
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,240,507 4,765,263

短期借入金 1,229,576 521,276

未払法人税等 531,473 260,306

賞与引当金 406,156 222,991

役員賞与引当金 20,500 －

資産除去債務 18,234 6,500

その他 2,849,901 2,711,536

流動負債合計 9,296,350 8,487,873

固定負債   

長期借入金 60,865 403,368

繰延税金負債 32,107 30,159

退職給付引当金 334,522 373,193

資産除去債務 140,744 129,952

その他 1,639,994 1,641,709

固定負債合計 2,208,233 2,578,382

負債合計 11,504,583 11,066,256

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 17,579,544

自己株式 △1,607,345 △1,607,598

株主資本合計 37,617,368 38,485,323

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 △325,703

為替換算調整勘定 △361,514 △467,749

その他の包括利益累計額合計 △643,604 △793,452

新株予約権 115,542 －

少数株主持分 92,830 86,675

純資産合計 37,182,135 37,778,546

負債純資産合計 48,686,719 48,844,802
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 48,105,234 47,987,896

売上原価 25,439,191 25,571,670

売上総利益 22,666,042 22,416,225

販売費及び一般管理費 19,863,683 20,716,087

営業利益 2,802,359 1,700,138

営業外収益   

受取利息 86,215 85,455

受取配当金 55,394 51,558

設備賃貸料 1,311,531 1,175,826

協賛金収入 10,552 16,721

持分法による投資利益 148,179 127,569

雑収入 130,941 113,263

営業外収益合計 1,742,815 1,570,395

営業外費用   

支払利息 12,481 13,625

設備賃貸費用 1,347,888 1,229,229

雑支出 74,330 103,308

営業外費用合計 1,434,700 1,346,163

経常利益 3,110,474 1,924,370

特別利益   

持分変動利益 － 446,924

固定資産売却益 1,526 44,864

新株予約権戻入益 882 115,542

負ののれん取崩益 1,635 336

特別利益合計 4,044 607,667

特別損失   

固定資産売却損 3,661 －

固定資産除却損 39,434 54,407

減損損失 43,755 28,314

投資有価証券売却損 59,986 2,350

投資有価証券評価損 － 49,179

投資損失引当金繰入額 20,200 18,000

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 217,081 251,347

税金等調整前四半期純利益 2,897,437 2,280,690

法人税、住民税及び事業税 1,137,582 603,506

法人税等調整額 216,101 118,518

法人税等合計 1,353,683 722,025

少数株主損益調整前四半期純利益 1,543,753 1,558,665

少数株主利益 6,127 5,236

四半期純利益 1,537,625 1,553,428
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,543,753 1,558,665

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △177,828 △41,340

為替換算調整勘定 △60,256 △91,719

持分法適用会社に対する持分相当額 △79,747 △25,245

その他の包括利益合計 △317,832 △158,304

四半期包括利益 1,225,920 1,400,360

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,224,911 1,403,581

少数株主に係る四半期包括利益 1,009 △3,220
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該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△1,315,641千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△1,315,641千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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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△1,235,025千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△1,243,178千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  45,051,125  2,543,157  510,951  48,105,234  －  48,105,234

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 108,688  1,616  823,679  933,984  △933,984  －

計  45,159,814  2,544,773  1,334,631  49,039,219  △933,984  48,105,234

セグメント利益又は損失（△）  3,919,027  △39,353  238,327  4,118,001  △1,315,641  2,802,359

  （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  44,832,935  2,683,925  471,034  47,987,896  －  47,987,896

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 102,324  1,298  598,345  701,968  △701,968  －

計  44,935,260  2,685,224  1,069,380  48,689,864  △701,968  47,987,896

セグメント利益又は損失（△）  3,012,546  △144,746  67,363  2,935,163  △1,235,025  1,700,138
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  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３四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△1,315,641千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用△1,315,641千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  44,944,288  2,650,005  510,941  48,105,234  －  48,105,234

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 108,688  1,616  579,576  689,881  △689,881  －

計  45,052,976  2,651,621  1,090,517  48,795,115  △689,881  48,105,234

セグメント利益又は損失（△）  3,980,300  △92,184  229,884  4,118,001  △1,315,641  2,802,359

（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３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31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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