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大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

本資料に記載する業績予想は、平成 24 年 10 月５日に公表した内容と同様のものであります。

 

  当社は、本日、平成 24 年 11 月 12 日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしました。

今後とも、なお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また最近の決算情報等につきましては別

添のとおりであります。 

 

【単 体】                 (単位：百万円・％） 

決算期 

 

 

項 目 

平成 25 年２月期 

（予想） 

平成 24 年２月期 

（実績） 

平成 25 年２月期

第２四半期累計期間 

（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比

売 上 高 7,282 100.0 102.8 7,084 100.0 3,477 100.0 

営 業 利 益 505 6.9 96.9 521 7.4 210 6.0 

経 常 利 益 477 6.6 92.3 517 7.3 207 6.0 

当 期 （ 四 半 期 ） 純 利 益 247 3.4 426.9 58 0.8 96 2.8 

１株当たり当期（四半期）純利益 289 円 05 銭 
6,941 円 41 銭 

（69 円 41 銭） 
115 円 61 銭 

1 株 当 た り 配 当 金 70 円 00 銭 
600 円 00 銭 

（6円 00 銭） 
― 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

２．平成 24 年２月期（実績）および平成 25 年２月期第２四半期累計期間（実績）の１株当たり当期（四 

半期）純利益は期中平均発行済株式数により算出し、平成 25 年２月期（予想）の１株当たり当期純利 

益は公募予定株式数（70,000 株）を含めた予定期中平均発行済株式数により算出しており、オーバー 

アロットメントによる売出しに関する第三者割当増資分（最大 48,000 株）は考慮しておりません。 

３．平成 24 年５月 28 日付で、株式１株につき 100 株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分

割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を（ ）内に記載しております。 



 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

  

 

 
  

 
（注）1. 当社は、平成24年２月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年２月期第２
     四半期の数値および平成25年２月期第２四半期増減率の記載をしておりません。 
   2. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
    

   

 
   

  

 
(注)1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    2. 平成24年５月28日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。24年２月期は、分割前

の発行済み株式に対するものであり、25年２月期（予想）の１株当たり配当金については、当該株式分割調整
後の内容を記載しております。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第２四半期の業績（平成24年３月１日～平成24年８月31日）

（１）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２月期第２四半期 3,477 ― 210 ― 207 ― 96 ―

 24年２月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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２月期第２四半期 115.61 ―

 24年２月期第２四半期 ― ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

 25年２月期第２四半期 3,332 982 29.5

 24年２月期 3,292 892 27.1

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 982百万円  24年２月期 892百万円

２．配当の状況

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 ２月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00

 25年 ２月期 ― 0.00

 25年 ２月期(予想) ― 70.00 70.00

３．平成25年２月期の業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28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 7,282 2.8 505 △3.1 477 △7.7 247 326.9 289.05



  

 

 

 
（注）当社は、平成24年５月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このた

め、平成25年２月期第２四半期累計期間の期中平均株式数は、当該分割が当事業年度の期首に行わ

れたものと仮定して算定しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではあり

ません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提とな

る条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料４ページ「１．当四半期決

算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

2. 当社は、平成24年５月28日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりま す。こ

のため、１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算定

しております。 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  25年２月期２Ｑ 835,600 株  24年２月期 8,356 株

② 期末自己株式数  25年２月期２Ｑ ― 株  24年２月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年２月期２Ｑ 835,600 株  24年２月期２Ｑ 8,356 株

※ 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
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による電力供給の制約や原子力災害の影

響が残るなか、分断されたサプライチェーンの復旧等、復興への取り組みが進み、景気は緩やかな持ち

直しの動きがみられるようになったものの、海外の経済不安や円高の長期化に加え、依然として厳しい

雇用情勢等により、景気の先行については不透明な状況で推移しました。 

こうした状況のもとで、当社におきましては、人材の育成と既存店のさらなる強化、さらには内部体

制の充実に努めてまいりました。 

当第２四半期累計期間は、リユース事業におきましては当初の計画通り６店舗の出店をし、店舗数は

71店舗となりました。フードサービス事業におきましては当初の計画通り１店舗の出店をし、店舗数は

32店舗となりました。その結果、当第２四半期会計期間末の店舗数は103店舗となりました。 

当第２四半期累計期間の売上高は3,477,537千円、売上総利益は2,278,682千円となりました。経費面

では、新規出店店舗の影響もあり、販売費及び一般管理費は2,068,646千円となりました。その結果、

営業利益210,035千円、経常利益207,854千円、税引前四半期純利益191,631千円、四半期純利益96,600

千円となりました。 

セグメントごとの業績を示すと次のとおりであります。 

  

(リユース事業) 

当第２四半期累計期間は、６店舗を出店し、売上高は2,311,482千円となりました。セグメント利益

(営業利益)は、新店舗の出店経費が影響し251,353千円となりました。 

  

(フードサービス事業) 

当第２四半期累計期間は、１店舗を出店しましたが、ＦＣ本部の施策と連動したキャンペーン等によ

る成果が前年ほどではなかったことや前事業年度における閉店の影響もあり、売上高は1,166,054千

円、セグメント利益(営業利益)は78,288千円となりました。 

  

(資産) 

当第２四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて172,650千円減少し、1,549,152

千円となりました。現金及び預金が222,621千円減少したことが主な要因であります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて214,587千円増加し、1,778,558千円となりました。新店舗出店に

伴い、有形固定資産が175,847千円増加、差入保証金が36,742千円増加したことが主な要因でありま

す。 

繰延資産は、前事業年度末に比べて1,155千円減少し、5,199千円となりました。特に大きな変動はあ

りません。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて40,780千円増加し、3,332,911千円となりました。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて59,167千円減少し、921,135千

円となりました。買掛金が32,887千円増加したこと、新店舗出店に伴いその他流動負債に含まれるリー

ス債務が21,725千円増加したこと、未払法人税等が137,970千円減少したことが主な要因であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）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
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固定負債は、前事業年度末に比べて9,654千円増加し、1,429,174千円となりました。社債および長期

借入金で89,938千円減少となりましたが、新店舗出店に伴いその他固定負債に含まれるリース債務、資

産除去債務で92,726千円増加しております。 

この結果、負債は、前事業年度末に比べて49,512千円減少し、2,350,309千円となりました。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて90,293千円増加し、982,601千円

となりました。利益剰余金が91,586千円増加したことが主な要因であります。 

  

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ224,432千円減少し、

657,538千円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は68,798千円となりました。これは主

に、税引前四半期純利益191,631千円、減価償却費98,024千円により資金を得た一方で、法人税等の支

払額228,462千円があったことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間における投資活動の結果、支出した資金は200,445千円となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出141,171千円、差入保証金の差入による支出45,875千円があった

ことによるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間における財務活動の結果、支出した資金は92,785千円となりました。これは主

に、社債の償還による支出57,750千円、リース債務の返済による支出21,351千円があったことによるも

のであります。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況
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平成25年２月期の業績予想につきましては、平成24年10月５日に公表いたしました通期の業績予想か

ら変更はありません。なお、業績予想の前提条件は以下のとおりであります。  

(売上高) 

リユース事業につきましては、既存の各店舗の市場環境やポテンシャルを考慮しながら店舗別に積み

上げていった結果、既存店ベースでは0.3%増を見込んでいます。それに新店舗分の売上を合算して前期

比6.1%増の4,936,626千円を見込んでおります。フードサービス事業につきましては、前期に閉店した

店舗の売上を差し引いた実質前期既存店売上に対し5.7%減を既存店予算とし、それに新店舗分の売上を

合算し前期比3.5%減の2,346,321千円を見込んでおります。この結果、売上高合計は、7,282,947千円を

見込んでおります。  

  

(売上総利益) 

両事業とも前期並みで設定した結果、トータルで売上総利益率64.9%を見込んでおり、売上総利益

は、前期比4.1%増の4,724,003千円を見込んでおります。  

  

(販売費及び一般管理費) 

基本的には、既存店について各店舗から出た予算を積み上げて、それに新店舗分の経費を上乗せする

という方法で作成しております。今期は、新規出店の影響もあり、販売費及び一般管理費の合計は、前

期比5.1%増の4,218,598千円を見込んでおります。 

  

(営業利益) 

上記の結果、営業利益は前期比3.1%減の505,405千円を見込んでおります。なお、この中で今期出店

する店舗につきましては、15,336千円の営業損失を見込んでおります。 

  

(営業外収益・費用) 

営業外収益は、不動産賃貸収入31,808千円、その他（自動販売機等）24,281千円を合計し、56,089千

円を見込んでおります。 

営業外費用は、支払利息27,984千円、株式公開関連費用17,315千円、不動産賃貸原価35,335千円、そ

の他2,980千円を合計し、83,614千円を見込んでおります。 

  

(経常利益) 

上記の結果、経常利益は前期比7.7%減の477,881千円を見込んでおります。なお、この中で今期出店

する店舗につきましては、19,890千円の経常損失を見込んでおります。 

  

(特別損失) 

 訴訟関連損失15,400千円を含み16,224千円を見込んでおります。  

  

(当期純利益) 

 法人税等合計219,394千円および法人税等調整額△5,366千円を見込んでおり、当期純利益は、前期比

326.6%増の247,630千円を見込んでおります。 

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

 (１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用) 

第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 

平成22年６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第４号 平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第

９号 平成22年６月30日)を適用しております。  

当社は、平成24年５月28日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。こ

のため、１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算

定しております。 

  

 (法人税法の改正に伴う有形固定資産の減価償却の方法の変更) 

法人税法の改正(平成23年12月２日公布の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るた

めの所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)、「法人税法施行令の一部を改正す

る政令」(平成23年政令第379号)及び「法人税法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年財務省令

第86号)並びに平成24年１月25日公布の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する

省令」(平成24年財務省令第10号))に伴い、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方法に変更しております。 

これにより、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益はそれぞれ717千円増加しておりま

す。 

  

 (追加情報) 

第１四半期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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 929,055 706,434

売掛金 23,843 25,152

商品 630,491 668,848

貯蔵品 3,400 3,782

その他 135,413 145,457

貸倒引当金 △402 △523

流動資産合計 1,721,803 1,549,152

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 794,934 843,936

その他（純額） 187,758 314,604

有形固定資産合計 982,693 1,158,540

無形固定資産 45,711 37,860

投資その他の資産   

差入保証金 356,001 392,743

その他 190,272 200,483

貸倒引当金 △10,707 △11,070

投資その他の資産合計 535,566 582,157

固定資産合計 1,563,971 1,778,558

繰延資産 6,355 5,199

資産合計 3,292,130 3,332,911

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,251 108,139

1年内返済予定の長期借入金 280,146 293,663

1年内償還予定の社債 125,500 135,500

未払法人税等 236,970 99,000

資産除去債務 16,746 15,927

その他 245,687 268,904

流動負債合計 980,302 921,135

固定負債   

社債 274,500 206,750

長期借入金 708,912 686,724

役員退職慰労引当金 8,583 15,020

資産除去債務 295,514 319,890

その他 132,009 200,789

固定負債合計 1,419,519 1,429,174

負債合計 2,399,822 2,350,309

㈱ありがとうサービス(3177) 平成25年２月期 第２四半期決算短信(非連結)

－6－



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,000 484,000

利益剰余金 406,937 498,524

株主資本合計 890,937 982,524

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,370 77

評価・換算差額等合計 1,370 77

純資産合計 892,308 982,601

負債純資産合計 3,292,130 3,332,911
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（２）四半期損益計算書 
 （第２四半期累計期間） 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 3,477,537

売上原価 1,198,854

売上総利益 2,278,682

販売費及び一般管理費 2,068,646

営業利益 210,035

営業外収益  

受取利息 190

受取配当金 440

不動産賃貸料 17,714

その他 15,107

営業外収益合計 33,453

営業外費用  

支払利息 13,514

社債利息 1,849

不動産賃貸原価 18,612

その他 1,657

営業外費用合計 35,633

経常利益 207,854

特別損失  

固定資産除却損 823

訴訟関連損失 15,400

特別損失合計 16,223

税引前四半期純利益 191,631

法人税、住民税及び事業税 91,178

法人税等調整額 3,851

法人税等合計 95,030

四半期純利益 96,600
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 191,631

減価償却費 98,024

のれん償却額 5,917

長期前払費用償却額 6,929

訴訟関連損失 15,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 484

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,437

受取利息及び受取配当金 △631

支払利息 13,514

社債利息 1,849

社債発行費償却 1,155

固定資産除却損 663

売上債権の増減額（△は増加） △1,308

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,738

前渡金の増減額（△は増加） △7,223

仕入債務の増減額（△は減少） 32,887

未払金の増減額（△は減少） △6,525

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,524

リース資産減損勘定の取崩額 △6,439

その他 7,423

小計 310,927

利息及び配当金の受取額 631

利息の支払額 △14,297

法人税等の支払額 △228,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,798

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △43,096

定期預金の払戻による収入 41,285

有形固定資産の取得による支出 △141,171

資産除去債務の履行による支出 △843

無形固定資産の取得による支出 △541

投資有価証券の取得による支出 △1,104

長期前払費用の取得による支出 △19,657

差入保証金の差入による支出 △45,875

差入保証金の返戻による収入 9,743

投資不動産の取得による支出 △52

貸付金の回収による収入 868

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,445
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(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △158,670

社債の償還による支出 △57,750

リース債務の返済による支出 △21,351

配当金の支払額 △5,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,432

現金及び現金同等物の期首残高 881,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 657,538
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 該当事項はありません。  

  

(単位：千円) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

当第２四半期累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年８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

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期損益
計算書計上額 

(注)２リユース事業
フードサービス

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 2,311,482 1,166,054 3,477,537 ― 3,477,537

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,311,482 1,166,054 3,477,537 ― 3,477,537

セグメント利益 251,353 78,288 329,642 △119,606 210,035

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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