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  （百万円未満切り捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  30,760  △2.2  980  △4.3  1,053  △10.2  654  △12.7

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

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 482百万円（ ％） △46.7   24年３月期第２四半期 903百万円 （ ％） 27.8

  
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 

25年３月期第２四半期  21.23  －

24年３月期第２四半期  24.32  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  49,331  38,404  77.7

24年３月期  48,447  38,240  78.7

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 38,320百万円   24年３月期 38,152百万円 

  
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 

24年３月期  － 10.00 － 10.00  20.00

25年３月期  － 10.00     

25年３月期（予想）     － 10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  65,000  3.7  2,150  3.0  2,400  1.4  1,300  △28.7  42.17

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 32,009,910株 24年３月期 32,009,910株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,180,533株 24年３月期 1,180,316株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 30,829,548株 24年３月期２Ｑ 30,829,846株

 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。
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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、小売業の消費鈍化など個人消費の冷え込みが顕著となり、本格

的な景気回復には至らず、先行き不透明な状況で推移しました。 

 外食業界においても、企業間における価格やサービスの競争激化や生活者の内食志向など、依然として厳しい経営

環境が続いております。 

 こうした中、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」に則り、国内モスバー

ガー事業の収益力強化、海外事業の推進、新業態の開発を主な柱としてさまざまな施策に取り組んでまいりました。

 その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は307億60百万円（前年同四半期比2.2％

減）、営業利益9億80百万円（同4.3％減）、経常利益10億53百万円（同10.2％減）となり、 終損益は、固定資産売

却益45百万円、関係会社株式売却益1億46百万円、固定資産除却損64百万円、減損損失60百万円、投資損失引当金繰

入額50百万円を計上した結果、四半期純利益6億54百万円（同12.7％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す。 

 なお、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

りましたモスバーガー店舗以外の事業(そうざい製造事業、機内食販売等に係る物販事業、ネット通販事業)について

は、事業領域毎の責任体制の明確化を目的に事業区分の見直しを行った事に伴い「その他飲食事業」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しました。 

a.各地のご当地料理を活用した地域限定商品によるエリアキャンペーン 

   日本各地の素材やご当地料理をハンバーガーにアレンジし、地域限定で発売する「エリアキャンペーン」を、 

   ５年目となる今年も実施しました。北海道・釧路の「スパカツ」、宮崎の「チキン南蛮」などをアレンジした 

     ハンバーガーを取りそろえ、時期を入れ替えて全国各地で販売し、ご好評をいただきました。 

b.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 

     ４月に発売した春夏向け商品「とびきりハンバーグサンド トマト＆レタス」を中心に、日本の食材と旬を意 

     識した主力シリーズとして、引き続き好調な売れ行きで推移しました。 

c.新・商品施策「ベジ・ワークス」と野菜・農業に関する取り組みの推進 

     ６月に発表した新・商品施策「ベジ・ワークス」に基づき、「モス野菜バーガー」など旬の野菜を取り入れた3

     品を新発売しました。また、1997年の本格導入以来、15年以上にわたり取り組んでいる国内の協力産地との連 

     携体制を背景に、店舗で食材として使用している野菜の店頭物販も開始しました。いずれも、当社の野菜と農 

     業に対する取り組みの理解促進につながる施策として、今後も強化してまいります。 

d.40周年謝恩キャンペーン 

     今年40周年を迎えたことを記念し、７月から８月にかけ、人気定番商品を対象としたスタンプカードキャンペ 

     ーンを実施しました。夏休み時期とも重なり、大きな来店促進につながりました。 

e.海外出店の推進 

     ５月に新規出店した中国・広東省など、アジア・オセアニアの8つの国と地域で出店を推進しております。６月

   には海外全体で300店舗を突破し、引き続き、既出店地域における多店舗化と新規出店地域の調査を並行して進

     めてまいります。 

  

 国内モスバーガー事業の店舗数につきましては、積極的な出店を進める一方、立地的使命を終えた店舗の閉店を行

った結果、当第２四半期連結累計期間においては出店13店舗に対し閉店は12店舗で、当第２四半期連結会計期間末の

店舗数は1,378店舗（前連結会計年度末比1店舗増）となりました。 

 海外モスバーガー事業の店舗数につきましては、台湾231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2店舗増）、香港14店舗（同2店舗減）、タイ7店舗（同増減なし）、インドネシア2店舗（同2店舗減）、中

国20店舗（同3店舗増）、オーストラリア5店舗（同1店舗増）、韓国3店舗（同2店舗増）となりました。海外全体の

当第２四半期連結会計期間末店舗数は310店舗（同17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284億79百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業利益は19億44

百万円（同0.5％減）となりました。 
   
＜その他飲食事業＞ 

 モスバーガー事業以外の各飲食事業を運営するその他飲食事業につきましては、「マザーリーフティースタイル」

の関西1号店と、中華そば「ちりめん亭」を展開する株式会社トモスによる新業態店、「麺菜厨房ともす」を、それ

１．当四半期決算に関する定性的情報
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ぞれ７月にオープンいたしました。その他飲食事業の各業態の当第２四半期連結会計期間末店舗数は、「マザーリー

フ」業態合計で29店（前連結会計年度末比1店舗増）、「自由が丘あえん おそうざい」事業2店舗（同増減なし）、

「MOSDO（モスド）」事業2店舗（同1店舗増）、「MOSCO（モスコ）」事業2店舗（同増減なし）、「ちりめん亭」業

態合計で41店舗（同4店舗減）、「四季の旬菜料理あえん」事業5店舗（同増減なし）、「ｃｈｅｆ’ｓ V（シェフズ

ブイ）」および「GREEN GRILL（グリーングリル）」事業は合計で3店舗（同増減なし）となりました。なお、ハン

バーガーレストラン「モスバーガークラシック」は、移転を視野に５月に先行して閉店しております。 

  以上の結果、その他飲食事業の売上高は19億52百万円（前年同四半期比10.3％増）、営業損失は2億22百万円（前

年同四半期比83百万円損失増）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3億28百万円(前年同四半期比8.1％増)、営業利益

は26百万円(同23.9％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484億47百万円から8億84百万円増加し、493億

31百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から26億79百万円増加し、固定資産は17億95百万円減少し

ております。流動資産が増加した主な理由は、資金運用による有価証券の増加、クリスマス商戦に係る在庫の積

み増しにより商品が増加したためであります。固定資産が減少した主な理由は、公社債の償還と時価評価により

投資有価証券が減少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7億20百万円増加しております。この増加の

主な理由は、クリスマス商戦に係る在庫の積み増しによる買掛金の増加、運転資金に係る短期借入金が増加した

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1億63百万円増加し、自己資本比率は前連

結会計年度末78.7％から当第２四半期連結会計期間末は77.7％と1.0ポイント減少しております。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年5月10日発表の通期連結業績予想と変更はございません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,719,703 4,753,777

受取手形及び売掛金 3,977,737 3,694,160

有価証券 6,436,016 8,710,916

商品及び製品 2,659,338 3,410,791

原材料及び貯蔵品 177,573 205,361

繰延税金資産 210,357 240,331

その他 1,054,894 899,403

貸倒引当金 △23,248 △22,581

流動資産合計 19,212,372 21,892,161

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,787,440 10,601,922

減価償却累計額 △6,804,581 △6,824,711

建物及び構築物（純額） 3,982,858 3,777,210

機械装置及び運搬具 205,742 238,990

減価償却累計額 △100,445 △112,959

機械装置及び運搬具（純額） 105,297 126,031

工具、器具及び備品 5,835,689 6,303,621

減価償却累計額 △3,547,115 △3,761,623

工具、器具及び備品（純額） 2,288,574 2,541,997

土地 1,797,841 1,779,205

建設仮勘定 331,141 125,035

有形固定資産合計 8,505,713 8,349,480

無形固定資産   

その他 796,218 801,207

無形固定資産合計 796,218 801,207

投資その他の資産   

投資有価証券 9,932,197 8,187,176

長期貸付金 1,797,743 1,772,426

差入保証金 5,287,087 5,320,015

繰延税金資産 415,849 553,886

その他 2,868,324 2,804,942

貸倒引当金 △286,684 △218,425

投資損失引当金 △81,400 △131,400

投資その他の資産合計 19,933,117 18,288,622

固定資産合計 29,235,050 27,439,309

資産合計 48,447,422 49,331,471
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,538,387 4,337,506

短期借入金 387,765 550,963

未払法人税等 364,972 457,938

賞与引当金 407,458 409,574

ポイント引当金 － 4,577

資産除去債務 9,119 23,585

その他 2,733,362 2,586,148

流動負債合計 7,441,065 8,370,294

固定負債   

長期借入金 522,885 310,000

繰延税金負債 20,490 21,219

退職給付引当金 385,739 391,252

資産除去債務 156,403 149,939

その他 1,680,015 1,684,661

固定負債合計 2,765,533 2,557,071

負債合計 10,206,599 10,927,366

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,412,845 11,412,845

資本剰余金 11,100,543 11,100,543

利益剰余金 17,759,121 18,102,255

自己株式 △1,607,781 △1,608,087

株主資本合計 38,664,727 39,007,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △69,055 △304,335

為替換算調整勘定 △443,546 △383,173

その他の包括利益累計額合計 △512,602 △687,509

少数株主持分 88,697 84,058

純資産合計 38,240,823 38,404,105

負債純資産合計 48,447,422 49,331,471
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 31,458,797 30,760,593

売上原価 16,616,111 15,799,813

売上総利益 14,842,685 14,960,779

販売費及び一般管理費 13,818,295 13,980,071

営業利益 1,024,389 980,708

営業外収益   

受取利息 59,874 48,149

受取配当金 50,310 50,527

設備賃貸料 782,561 671,791

協賛金収入 54 28,230

持分法による投資利益 88,221 30,481

雑収入 78,612 67,131

営業外収益合計 1,059,634 896,310

営業外費用   

支払利息 9,253 11,483

設備賃貸費用 842,907 758,196

雑支出 58,091 53,773

営業外費用合計 910,253 823,452

経常利益 1,173,770 1,053,566

特別利益   

固定資産売却益 33,532 45,915

関係会社株式売却益 － 146,298

新株予約権戻入益 115,542 －

その他 － 6,596

特別利益合計 149,074 198,810

特別損失   

固定資産売却損 － 48

固定資産除却損 49,572 64,552

減損損失 15,233 60,125

投資有価証券評価損 49,179 －

投資損失引当金繰入額 9,600 50,000

災害による損失 99,094 －

特別損失合計 222,679 174,726

税金等調整前四半期純利益 1,100,165 1,077,649

法人税、住民税及び事業税 416,038 463,248

法人税等調整額 △68,303 △40,097

法人税等合計 347,735 423,151

少数株主損益調整前四半期純利益 752,429 654,498

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,730 △97

四半期純利益 749,699 654,595
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 752,429 654,498

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 128,021 △236,159

為替換算調整勘定 24,261 35,112

持分法適用会社に対する持分相当額 △738 28,661

その他の包括利益合計 151,544 △172,384

四半期包括利益 903,974 482,113

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 900,337 479,688

少数株主に係る四半期包括利益 3,636 2,424
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,100,165 1,077,649

減価償却費 940,230 941,088

減損損失 15,233 60,125

持分法による投資損益（△は益） △88,221 △30,481

固定資産除売却損益（△は益） 16,039 18,685

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,500 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,233 3,564

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 4,577

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,630 32,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,053 △68,925

投資損失引当金の増減額（△は減少） 9,600 50,000

受取利息及び受取配当金 △110,184 △98,676

支払利息 9,253 11,483

関係会社株式売却損益（△は益） － △146,298

売上債権の増減額（△は増加） △52,504 282,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △458,416 △773,845

仕入債務の増減額（△は減少） △143,998 835,233

新株予約権戻入益 △115,542 －

その他 △304,828 191,333

小計 850,243 2,390,242

利息及び配当金の受取額 138,672 141,011

利息の支払額 △9,908 △8,959

法人税等の支払額 △506,572 △367,964

営業活動によるキャッシュ・フロー 472,434 2,154,330

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 △300,000 △799,430

有価証券の償還による収入 1,070,252 600,804

有形固定資産の取得による支出 △1,073,302 △971,839

有形固定資産の売却による収入 110,693 139,492

無形固定資産の取得による支出 △178,499 △268,499

貸付けによる支出 △185,880 △590,797

貸付金の回収による収入 433,895 558,231

投資有価証券の取得による支出 △2,248,953 △2,121,030

投資有価証券の償還による収入 1,442,560 2,925,275

関係会社株式の売却による収入 － 60,000

定期預金の預入による支出 △11,407 △6,000

定期預金の払戻による収入 7,752 65,305

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 221,097

その他 473,802 △108,874

投資活動によるキャッシュ・フロー △459,085 △296,264
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） △1,017,680 178,884

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 △54,998 △60,000

自己株式の取得による支出 △253 △305

配当金の支払額 △372,913 △312,025

その他 △72,783 △79,170

財務活動によるキャッシュ・フロー △918,628 △272,615

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,519 8,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △898,759 1,593,514

現金及び現金同等物の期首残高 7,782,627 7,267,306

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,883,868 8,860,820
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該当事項はありません。 

   

   

   該当事項はありません。 

  

  

セグメント情報  

Ⅰ 前第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

△828,481千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24年４月１日 至平成24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△767,348千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△771,443千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。 

  

     ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（１）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

おりましたモスバーガー店舗以外の事業（そうざい製造事業、機内食販売等に係る物販事業、ネット通販事業）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  29,384,904  1,769,769  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  29,452,935  1,770,608  695,863  31,919,407  △460,610  31,458,797

セグメント利益又は損失（△）  1,953,540  △138,616  34,249  1,849,172  △824,783  1,024,389

  （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  28,479,007  1,952,902  328,682  30,760,593  －  30,760,593

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 72,108  900  406,103  479,113  △479,113  －

計  28,551,116  1,953,803  734,786  31,239,706  △479,113  30,760,593

セグメント利益又は損失（△）  1,944,470  △222,461  26,046  1,748,056  △767,348  980,708
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については事業領域毎の責任体制の明確化を目的に事業区分の見直しを行った事に伴い「その他飲食事業」に移

行しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、事業区分変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

したものを開示しております。 

  

（２）会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。この変更に伴う影響は軽微であります。 

  

  

  

該当事項はありません。 

（７）重要な後発事象
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