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１．平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年 5月 31日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業総収入 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 ％ 

26年 2月期第1四半期 5,857 △6.5 53 53.6 66 29.7 △60 ― 
25年 2月期第1四半期 6,265 △10.8 34 △89.6 51 △84.9 △74 ― 

（注）包括利益  26年 2月期第1四半期 △60百万円（ ― ％）  25年 2月期第1四半期 △76百万円（ ― ％） 

 

 
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 

26年 2月期第1四半期 △8.05 ― 
25年 2月期第1四半期 △9.86 ― 

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 2月期第1四半期 17,148 5,127 29.0 
25年 2月期 16,099 5,212 31.4 

（参考）自己資本  26年 2月期第1四半期 4,975百万円  25年 2月期 5,060百万円 

 
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 
25年 2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 
26年 2月期 ―     

26年 2月期(予想)  3.00 ― ― ― 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

平成26年2月期の期末配当予想額は未定とします。  

 
３．平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年3月1日～平成26年 2月28日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 営業総収入 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) 12,300 △5.2 520 40.7 500 24.3 150 285.4 19.80 
通  期 24,100 △1.2 350 558.4 400 243.8 50 ― 6.60 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有・無 

 



 

※ 注記事項 

（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） 
：有・無 

 新規 ― 社 (社名)  、除外 ― 社 (社名)  
 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
 

（３）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・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 

    

（４）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) 26年2月期1Ｑ 7,574,950 株 25年2月期 7,707,095 株 

② 期末自己株式数 26年2月期1Ｑ 132,145 株 25年2月期 132,135株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年2月期1Ｑ 7,574,950 株 25年2月期1Ｑ 7,575,005 株 

 

※ 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せん。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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当たっての注意事項等については【添付資料】P.2「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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当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）におけるわが国経済は、経

済政策への期待感から円安や株価が持ち直す等、景気も明るい兆しが見えるものの、消費環境は依然不透

明な状況が続いております。 

このような環境の下、当社グループはクリンネスやフレンドリーサービス等の商売の基本を徹底しつ

つ、新たな商品展開と更なる品揃えの強化を図ることなどにより客層の拡大と来店頻度向上による客数ア

ップを図ってまいりました。商品につきましては、オリジナル商品の食材や製造方法のこだわりにより商

品力を強化し、カウンターフーズのこんがりスナックやチルド弁当などが好調に推移し、電子マネーでの

お支払でＴポイント付与のサービスを開始するなど、更なるサービスの向上に努めてまいりました。ま

た、仕入原価の改善が奏功し、全店粗利益率は前年同期比0.3％増となりましたが、たばこに関してはダ

ウントレンドが継続し、平均日販にマイナスの影響を与えております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業総収入は昨年度に実施した不採算店の閉鎖などの影響に

より、前年同期比6.5％減の58億57百万円となりましたが、今年度より取組んでいる構造改革による経費

削減の効果により営業利益は前年同期比53.6％増の53百万円、経常利益は前年同期比29.7％増の66百万円

となり、店舗固定資産を対象とした減損損失１億32百万円を含む特別損失を１億47百万円計上したことな

どにより、四半期純損失は60百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の財政状態につきましては、前連結会計年度と比較して総資産は10億48百万

円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加等によるものであります。 

負債につきましては、11億33百万円の増加となりました。これは主に買掛金、預り金の増加等によるも

のであります。 

純資産につきましては、84百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものであり

ます。 

  

平成26年２月期第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成25年４月11日

に発表した予想から変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 871 1,979

加盟店貸勘定 1,047 1,066

商品 305 348

貯蔵品 8 8

未収入金 1,057 1,110

その他 746 715

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 4,031 5,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,181 2,056

リース資産（純額） 1,370 1,498

その他（純額） 884 884

有形固定資産合計 4,436 4,438

無形固定資産   

ソフトウエア 492 466

その他 60 60

無形固定資産合計 553 527

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,606 6,461

その他 491 508

貸倒引当金 △20 △14

投資その他の資産合計 7,078 6,955

固定資産合計 12,067 11,921

資産合計 16,099 17,148

㈱スリーエフ（7544）平成26年２月期　第１四半期決算短信

－　3　－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,043 4,502

加盟店借勘定 17 55

リース債務 399 442

未払金 933 942

未払法人税等 33 31

預り金 2,428 2,821

賞与引当金 232 346

その他 41 56

流動負債合計 8,129 9,200

固定負債   

リース債務 1,082 1,174

役員退職慰労引当金 23 18

資産除去債務 892 900

その他 759 726

固定負債合計 2,757 2,819

負債合計 10,887 12,020

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,396 1,396

資本剰余金 1,645 1,645

利益剰余金 2,095 2,012

自己株式 △86 △86

株主資本合計 5,051 4,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8 8

その他の包括利益累計額合計 8 8

少数株主持分 152 152

純資産合計 5,212 5,127

負債純資産合計 16,099 17,148
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
  至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
  至 平成25年５月31日) 

営業収入   

加盟店からの収入 2,749 2,486

その他の営業収入 920 857

営業収入合計 3,669 3,343

売上高 2,596 2,514

営業総収入合計 6,265 5,857

売上原価 1,905 1,831

営業総利益 4,360 4,025

販売費及び一般管理費 4,325 3,972

営業利益 34 53

営業外収益   

受取利息 21 20

還付加算金 － 6

その他 3 3

営業外収益合計 24 29

営業外費用   

支払利息 6 8

減価償却費 0 4

その他 0 3

営業外費用合計 7 16

経常利益 51 66

特別損失   

減損損失 100 132

店舗閉鎖損失 52 13

その他 0 1

特別損失合計 153 147

税金等調整前四半期純損失（△） △102 △80

法人税、住民税及び事業税 51 1

法人税等調整額 △80 △22

法人税等合計 △28 △21

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73 △59

少数株主利益 1 1

四半期純損失（△） △74 △60
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
  至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
  至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73 △59

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △0

その他の包括利益合計 △2 △0

四半期包括利益 △76 △60

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △77 △61

少数株主に係る四半期包括利益 1 1
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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