
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け）   

(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８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２四半期 71,20112.4 3,095△18.4 3,688△15.3 1,499△29.1
25年２月期第２四半期 63,3722.9 3,793△24.9 4,353△21.6 2,1159.3

(注)包括利益 26年２月期第２四半期 2,801百万円( 2.8％)25年２月期第２四半期 2,725百万円( 31.9％)

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２四半期 51.84 51.73
25年２月期第２四半期 73.16 73.01

（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２四半期 132,353 62,392 45.6
25年２月期 112,461 60,150 51.8

(参考)自己資本 26年２月期第２四半期 60,373百万円 25年２月期 58,253百万円

(注）26年２月期第２四半期の総資産には期末金融機関休業日による仕入債務等の未決済分が12,914百万円含ま

   れております。また、当該金額を控除した場合の自己資本比率は50.5％となります。

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 － 22.50 － 22.50 45.00

26年２月期 － 22.50

26年２月期(予想) － 22.50 45.00

(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）

営業収入 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

通期 143,80013.66,10020.36,70010.02,70042.1 93.35

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 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 ： 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

（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２Ｑ 29,372,774株 25年２月期 29,372,774株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 445,052株 25年２月期 450,691株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 28,925,554株 25年２月期２Ｑ 28,921,756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連結財務諸表のレビュー手続き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あたっての注意事項については、【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）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．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 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、円安による輸出の増加により企業収益や雇用環境が改善す

るなど景気回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、消費動向の大幅な改善は見られず小売業界は厳

しい環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは“私たちは、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現

します。”というミッションのもと、「国内既存事業の差別化戦略」「成長戦略の多様化」「ミニストップグ

ループ価値の向上」という基本方針に基づき、当社グループの成長に取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、営業収入 712 億１百万円（前年同期比 112.4％）、

営業利益 30 億 95 百万円（同 81.6％）、経常利益 36 億 88 百万円（同 84.7％）、四半期純利益 14 億 99 百万円

（同 70.9％）となりました。また、国内および海外のエリアフランチャイジーを含めた当第２四半期連結会計

期間末店舗数は 4,562 店舗となりました。 

 

 

各事業の活動状況は次のとおりです。 

［国内事業］ 

当社は、女性の社会進出、少子高齢化および単独世帯の増加などのお客さまの変化へ対応し、お客さまに日々

の生活で頼られる店舗を目指しております。また、店内調理の出来立て商品をお客さまに提供する差別化戦略

で、商品力を磨いてまいりました。 

コンビニエンスストア部門につきましては、共働き世帯や単独世帯の日々の買い物ニーズに対応するため、

デイリー商品・冷凍食品・菓子・加工食品などの品揃えアイテム数を拡大いたしました。また、自宅などでの

飲酒機会増加に対応した惣菜・おつまみ・珍味などの品揃えの充実と商品開発を進めてまいりました。これら

の取り組みにおいては、イオングループのシナジーを活用し、イオンのブランド「トップバリュ」の導入を積

極的に進めております。家事軽減のニーズに対応した「トップバリュ レディミール」の品揃えを冷凍食品売

場にて拡大し、アイスクリーム・ラーメン・飲料・衣料ではミニストップオリジナルトップバリュ商品の開発

を進め、トップバリュ商品の構成比を拡大いたしました。また、昨年の冬ギフトに続き夏ギフトもイオングル

ープ共通カタログに統一しております。 

店内加工ファストフード部門につきましては、夕張メロン果汁を使用した「夕張メロンソフト」を５年ぶり

に発売いたしました。また、「モンドセレクション２０１３」にて 高金賞を受賞した「ベルギーチョコミッ

クスソフト」は本年も好調な販売を続けております。オリジナルコーヒー「Ｍ’ｓ ＳＴＹＬＥ ＣＯＦＦＥＥ」

は、６月に「ホットコーヒーＳサイズ」の導入を全地域で完了し、販売数は順調に伸長し続けております。「手

づくりおにぎり」と「惣菜」につきましても、４月に導入を全地域で完了し、店内加工ファストフード部門の

売上に大きく寄与しております。 

販売促進活動につきましては、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」と「お得なケータイサイト」を組み合わせ

たクーポン「ＷＡＯポン！」や、マルチメディア端末「ＭＩＮＩＳＴＯＰ Ｌｏｐｐｉ」にて発券するクーポ

ンを活用し、７月・８月の週末に６週間連続で割引キャンペーンを実施いたしました。また、イオングループ

各社と合同でベルギーチョコレート関連商品のキャンペーンを行い、当社が開発したコンビニエンスストア部

門のスイーツをイオングループの総合スーパーや食品スーパーの店舗で取り扱いいたしました。 

これらの結果、店内加工ファストフード・デイリー・冷凍食品・水産、畜産・農産・瓶、缶詰・調味調材な

どは好調に推移したものの、たばこ・雑誌・飲料・弁当類などの販売が落ち込み、計画を下回りました。当第

２四半期連結累計期間における既存店１店１日当たりの売上高前年同期比は95.5％となりました。 

店舗開発につきましては、採算性を重視した出店を進めております。出店地域におきましては、既存出店エ

リアのほか、福島県会津地方、岩手県南部など東北地方において新規エリアへの進出、また、施設内出店など

特殊立地での店舗開発を進めております。既存加盟店につきましては、複数店舗経営による加盟店の事業規模

の拡大を進めております。これらの結果、新規出店は60店舗、閉店は36店舗となり、当第２四半期連結会計期

間末店舗数は2,192店舗と前期末比で24店舗の増店となりました。 

ドラッグストアの専門性とコンビニエンスストアの利便性を兼ね備えた新業態店舗を展開する㈱れこっず
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は、新規出店が９店舗、閉店が１店舗となり同会計期間末店舗数は32店舗となりました。 

ネットワークサービス㈱は、定温センター13か所、常温センター７か所を運営し、国内ミニストップ店舗お

よびれこっず店舗向けの共同配送事業を展開しております。 

以上の結果、国内の当第２四半期連結会計期間末店舗数は2,224店舗となり、当第２四半期連結累計期間にお

ける国内事業の営業収入は382億86百万円（前年同期比100.7％）、営業利益は33億49百万円（同86.5％）とな

りました。 

 

［海外事業］ 

韓国の韓国ミニストップ㈱は、新規出店が 100 店舗、閉店が 75 店舗となり、当第２四半期連結会計期間末

（2013 年６月末）店舗数は 1,917 店舗となりました。 

中国の青島ミニストップ有限公司は新規出店が 10 店舗、閉店が４店舗となり、同会計期間末店舗数は 55 店

舗となりました。 

フィリピンのロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インクの同会計期間末店舗数は 345 店舗となり

ました。 

カザフスタンのＲＴＳ－ミニストップ・リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップの同会計期間末店

舗数は３店舗となりました。 

ベトナムのＧ７－ミニストップ・サービス・アンド・トレーディング・ジョイント・ストック・カンパニー

の同会計期間末店舗数は 17 店舗となりました。 

インドネシアのバハギア・ニアガ・レスタリ社の同会計期間末店舗数は１店舗となりました。 

以上の結果、海外の当第２四半期連結会計期間末店舗数は 2,338 店舗となり、当第２四半期連結累計期間に

おける海外事業の営業収入は 329 億 15 百万円（前年同期比 129.8％）、営業損失は２億 54 百万円（前年実績

は営業損失 77 百万円）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 198 億 91 百万円増加し 1,323 億

53 百万円となりました。これは主に関係会社預け金が 30 億円、金融機関休業日であったことにより現金及び

預金が 94 億 34 百万円、未収入金が 33 億 75 百万円増加したこと等によります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 176 億 49 百万円増加し 699 億 60 百万円となりました。これは主に金融機

関休業日による仕入債務等の未決済があったため買掛金が 151 億 77 百万円、未払金が 24 億 74 百万円増加し

たこと等によります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 22 億 42 百万円増加し 623 億 92 百万円となりました。これは主に配当

金の支払い６億 50 百万円がありましたが、四半期純利益を 14 億 99 百万円計上し、有価証券評価差額金が８

億 77 百万円、少数株主持分が１億 21 百万円増加したこと等によります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末と比較して 125 億 72 百万円増

加し、334 億 70 百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、188 億 12 百万円の収入（前年同期比 107 億 89 百万円の収入増）と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 25 億 64 百万円、減価償却費 35 億 47 百万円、金融機関

休業日であったことによる仕入債務の増加額 147 億 91 百万円等によるものです。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、51 億 85 百万円の支出（前年同期比 18 億 14 百万円の支出減）とな

りました。これは主に、有形固定資産取得による支出 41 億 32 百万円、差入保証金の差入による支出 17 億 38

百万円、差入保証金の返還による収入 14 億 25 百万円等によるものです。 
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③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、11 億５百万円の支出（前年同期比 10 億 95 百万円の支出増）となり

ました。これは主に、配当金の支払額６億 50 百万円、短期借入金の返済による支出 19 億 91 百万円、長期借

入による収入 10 億 39 百万円等によるものです。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

2014 年２月期の通期の業績予想につきましては、現時点では 2013 年４月９日の決算短信で公表した業績予

想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,619 24,053 

加盟店貸勘定 5,080 6,431 

商品 1,735 1,832 

未収入金 6,836 10,212 

関係会社預け金 7,000 10,000 

その他 4,886 4,960 

貸倒引当金 △186 △211 

流動資産合計 39,971 57,278 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,286 13,818 

機械装置及び運搬具（純額） 61 1,278 

器具及び備品（純額） 11,664 11,527 

土地 380 380 

リース資産（純額） 1,078 1,004 

建設仮勘定 408 176 

有形固定資産合計 27,878 28,186 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,900 1,768 

のれん 14 97 

その他 65 120 

無形固定資産合計 1,980 1,986 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,552 8,903 

関係会社株式 470 523 

長期貸付金 629 620 

差入保証金 29,332 29,917 

その他 4,908 5,215 

貸倒引当金 △262 △277 

投資その他の資産合計 42,630 44,902 

固定資産合計 72,490 75,075 

資産合計 112,461 132,353 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,023 36,200 

加盟店借勘定 763 602 

短期借入金 2,015 583 

未払金 4,819 7,294 

未払法人税等 723 1,469 

預り金 10,830 9,936 

賞与引当金 226 229 

店舗閉鎖損失引当金 39 43 

その他 1,131 1,351 

流動負債合計 41,575 57,710 

固定負債   

長期借入金 － 1,032 

リース債務 945 864 

長期預り保証金 7,179 7,220 

退職給付引当金 50 311 

資産除去債務 1,790 1,815 

その他 768 1,005 

固定負債合計 10,735 12,249 

負債合計 52,311 69,960 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,491 7,491 

資本剰余金 7,643 7,643 

利益剰余金 40,452 41,298 

自己株式 △795 △785 

株主資本合計 54,792 55,647 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,930 4,808 

為替換算調整勘定 △469 8 

在外子会社の退職給付債務調整額 － △92 

その他の包括利益累計額合計 3,461 4,725 

新株予約権 76 77 

少数株主持分 1,820 1,941 

純資産合計 60,150 62,392 

負債純資産合計 112,461 132,353 
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

営業収入 63,372 71,201 

営業原価 31,923 37,989 

営業総利益 31,449 33,212 

販売費及び一般管理費 27,656 30,117 

営業利益 3,793 3,095 

営業外収益   

受取利息 330 355 

受取配当金 95 106 

持分法による投資利益 18 － 

違約金収入 79 129 

その他 76 86 

営業外収益合計 600 677 

営業外費用   

支払利息 22 51 

持分法による投資損失 － 7 

その他 18 26 

営業外費用合計 41 85 

経常利益 4,353 3,688 

特別利益   

固定資産売却益 36 12 

災害保険金収入 10 － 

その他 0 － 

特別利益合計 47 12 

特別損失   

減損損失 550 918 

店舗閉鎖損失 63 168 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 23 40 

その他 7 6 

特別損失合計 645 1,135 

税金等調整前四半期純利益 3,755 2,564 

法人税、住民税及び事業税 1,734 1,348 

法人税等調整額 △59 △220 

法人税等合計 1,675 1,128 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,080 1,436 

少数株主損失（△） △35 △62 

四半期純利益 2,115 1,499 
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,080 1,436 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 581 877 

為替換算調整勘定 42 568 

在外子会社の退職給付債務調整額 － △121 

持分法適用会社に対する持分相当額 20 40 

その他の包括利益合計 644 1,365 

四半期包括利益 2,725 2,801 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,751 2,763 

少数株主に係る四半期包括利益 △25 38 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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 3,755 2,564 

減価償却費 3,218 3,547 

減損損失 550 918 

のれん償却額 2 7 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 33 

受取利息及び受取配当金 △426 △461 

支払利息 22 51 

持分法による投資損益（△は益） △18 7 

固定資産除売却損益（△は益） △34 △9 

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） △392 △1,324 

たな卸資産の増減額（△は増加） △119 △92 

未収入金の増減額（△は増加） △1,440 △3,329 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,374 14,791 

加盟店借勘定の増減額（△は減少） 176 △176 

未払金の増減額（△は減少） 531 2,322 

預り金の増減額（△は減少） △545 △901 

その他 453 1,144 

小計 9,106 19,093 

利息及び配当金の受取額 273 297 

利息の支払額 △22 △51 

法人税等の支払額 △1,334 △527 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,022 18,812 

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 △1,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △4,538 △4,132 

有形固定資産の売却による収入 174 127 

無形固定資産の取得による支出 △344 △326 

貸付けによる支出 △17 △16 

貸付金の回収による収入 24 64 

差入保証金の差入による支出 △2,304 △1,738 

差入保証金の返還による収入 1,280 1,425 

預り保証金の預りによる収入 707 421 

預り保証金の返済による支出 △528 △528 

その他 △452 △483 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,999 △5,185 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,258 606 

短期借入金の返済による支出 △838 △1,991 

長期借入れによる収入 － 1,039 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

ストックオプションの行使による収入 0 0 

少数株主からの払込みによる収入 207 － 

配当金の支払額 △636 △650 

リース債務の返済による支出 － △107 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9 △1,105 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 51 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,002 12,572 

現金及び現金同等物の期首残高 23,632 20,897 

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,635 33,470 
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 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 2012年３月１日 至 2012年８月31日） 

１．報告セグメントごとの営業収入及び利益又は損失の金額に関する情報 

             (単位：百万円) 

 報告セグメント 

 国内事業 海外事業 計 
  

営業収入      

(1)外部顧客に対する営業収入 38,015 25,357 63,372  

(2)セグメント間の内部営業収入又は振替高       123 6 129  

計 38,138 25,363 63,502  

 セグメント利益又は損失（△） 3,870 △77 3,793  

  （注）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一致しております。 

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

 (単位：百万円) 

 国内事業 海外事業     合計 

減損損失           495   54   550 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2013 年３月１日 至 2013 年８月 31 日） 

１．報告セグメントごとの営業収入及び利益又は損失の金額に関する情報 

             (単位：百万円) 

 報告セグメント 

 国内事業 海外事業 計 
  

営業収入      

(1)外部顧客に対する営業収入 38,286 32,915 71,201  

(2)セグメント間の内部営業収入又は振替高       162 3 166  

計 38,449 32,919 71,368  

 セグメント利益又は損失（△） 3,349 △254 3,095  

  （注）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一致しております。 

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

 (単位：百万円) 

 国内事業 海外事業     合計 

減損損失           817   101   918 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第２四半期連結累計期間（自 2013年３月１日 至 2013年８月31日） 

   該当事項はありません。 
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