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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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）

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 ％

22年2月期第3四半期 19,446 ― 404 ― 583 ― 262 ―
21年2月期第3四半期 19,289 3.6 653 7.1 376 △32.2 75 △61.4

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

22年2月期第3四半期 10.62 ―
21年2月期第3四半期 3.02 3.02

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

22年2月期第3四半期 13,289 4,131 30.1 162.30
21年2月期 10,487 3,818 36.4 154.68

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  4,006百万円 21年2月期  3,818百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年2月期 ― 3.50 ― 2.00 5.50
22年2月期 ― 2.00 ―
22年2月期 

（予想）
2.00 4.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 26,400 4.5 380 △33.5 530 58.7 165 ― 6.68
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4.  その他 
(1) 期中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  

新規 1社(社名 株式会社アスク) 除外 -社(社名           ) 
[(注)詳細は、7ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注)詳細は、7ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注)詳細は、7ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.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、当社が発表日現在において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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 25,320,000株 21年2月期  25,320,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  636,398株 21年2月期  635,400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 24,684,375株 21年2月期第3四半期 24,865,967株
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平成22年２月期の個別業績予想（平成21年３月１日～平成22年２月28日） (％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

 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、当社が発表日現在において入手している
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。 

  

  

（参考）

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

通期 23,400 △5.4 323 △42.7 475 64.4 125 ─ 5 06

※ 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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(1) 当第３四半期連結累計期間の概況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費を中心とした国内需要の低迷により企業

業績が悪化し、企業は消費者の購入意欲を促すため低価格戦略を進めたものの、冷え込んだ個人消費は

依然回復の兆しが見えない状況であります。また、国内需要が低迷しデフレ基調が継続しているほか、

雇用情勢や所得環境にも改善がみられず、今後の国内経済は先行き不透明感の強いものとなっておりま

す。 

(2) コンビニエンス・ストア事業の概況 

コンビニエンス・ストア業界におきましては、昨今の厳しい経済情勢により消費者の生活防衛意識や

低価格志向が強まるといった消費動向に対応するために商品の廉価販売を継続しましたが、売上高、収

益性は共に下落傾向となっております。また、タスポ効果が一巡したことにより既存店売上高の対前年

比割れが続くという厳しい経営環境が続いております。さらに、業界全体ではＭ＆Ａや他業種との業務

提携の兆しが見られますが、具体的に業務改善に結びつく効果が発揮されるまでには至っておりませ

ん。 

 このような状況のもと、当社グループのコンビニエンス・ストア事業におきましては、この厳しい消

費環境のなか直営店を主体とした店舗運営を進めてまいりました。当社オリジナルのＰＢ商品であるお

弁当や惣菜、生鮮品などの導入を進め、お客様のニーズに合った商品の導入に努めてまいりました。ま

た、直営店方式という機動力や柔軟性を店舗運営に生かすことで、徹底した店舗オペレーションの向

上、及びアルバイト人件費の見直しやその他経費の削減に取組むことで、店舗の質及び利益率の向上に

努めてまいりました。 

 このような環境のもと、収益性を重視した店舗運営を進め、不採算店を５店舗閉店した結果、第３四

半期末現在における当社店舗数は130店舗となっております。なお収益性を高めていくことが当社グル

ープ経営における重要課題として認識しており、今後も既存店の賃料見直しや経費の削減を進めてまい

ります。 

 当社グループのコンビニエンス・ストア事業における業績は、加盟店を含む全店売上高205億58百万

円(対前年同期比6.5％減)、既存店平均日販572千円(対前年同期比6.0％減)、既存店平均客数1,027人

(対前年同期比3.4％減)、既存店客単価557円(対前年同期比2.7％減)となりました。 

(3) その他事業の概況 

その他事業におきましては、当社の企業理念である「便利さの提供」のもと、コンビニエンス・スト

ア事業とは切り離した新しい各種サービスの提供に努め、更なる便利さの提供を目指しております。 

 11月下旬に千葉県市川市のＪＲ京葉線市川塩浜駅に隣接してビジネスホテル「ＣＶＳベイホテル」を

開業いたしました。当第３四半期連結累計期間におきましては、開業経費を計上したほか、稼動１週間

程度であるため、利益を計上するまでには至りませんでした。しかし、当ホテルはビジネスやレジャー

に適した立地にあり、予約や稼働状況も順調に推移しているため、今後に期待できる見込みでありま

す。 

 また連結子会社である株式会社エフ．エイ．二四におきましては、主力であるクリーニング事業はマ

ンションフロントでの「クリーニング取次ぎサービス」などの新規取引先の拡大が進み、当第３四半期

末現在200物件以上で同サービスを行っているほか、お片づけ・お掃除事業は、固定客の拡大を進めて

新たなサービスの提供や収益の向上に繋げてまいりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

 1. 連結経営成績に関する定性的情報
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 さらに、10月に株式会社アスクの株式を取得し連結子会社化いたしました。株式会社アスクは、マ

ンション向けフロントサービス事業において長年の営業実績があり、充実したサービス内容や業務知識

を有し、多くの不動産会社やマンション管理会社などを顧客に持つ、マーケットシェアトップ企業であ

ります。株式会社アスクにおきましては、株式会社エフ．エイ．二四の主力業務を含めた幅広い分野で

の業務提携が可能となり、様々なシナジーを期待できるものであります。なお同社が新たに連結子会社

となったことで、当第３四半期連結累計期間末において、９億64百万円の営業総収入の増加となりまし

た。 

 以上の施策の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間における業績は、営業総収入が194億46

百万円(対前年同期比0.8％増)、営業利益が４億４百万円(対前年同期比38.1％減)、経常利益が５億83

百万円(対前年同期比54.9％増)、当第３四半期純利益が２億62百万円(対前年同期比248.9％増)となり

ました。 

 なお、対前年同期比につきましては参考数値として記載しております。 
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(資産) 

当第３四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て28億２百万円(26.7％)増

加し、132億89百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が10億１百万円、売掛金が４億55

百万円それぞれ増加したことなどにより流動資産が16億29百万円増加いたしました。また、長期貸付金

が７億50百万円減少したことや、土地が11億23百万円、建物が５億95百万円それぞれ増加したことなど

により固定資産が11億72百万円増加したことが総資産増加の主な内訳であります。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて24億88百万円(37.3％)

増加し、91億57百万円となりました。その主な内訳は、買掛金が４億64百万円、短期借入金が２億円そ

れぞれ増加したことなどにより流動負債が12億99百万円増加いたしました。また、長期借入金が11億65

百万円増加したことなどにより、固定負債が11億88百万円増加したことが負債総額増加の主な内訳であ

ります。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて３億13百万円(8.2％)増加し、

41億31百万円となりました。その主な内訳は、四半期純利益２億62百万円を計上したほか、少数株主持

分を１億25百万円を計上したことなどによるものであります。 

  

平成22年２月期の連結業績予想におきましては、平成21年10月５日に公表いたしました「業績予想の

修正及び役員報酬等の減額に関するお知らせ」の連結業績予想数値から変更はありません。 

  

 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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(主要関係会社の異動)  

第３四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動(新規1社)の詳細は、以下

の通りであります。 

 

① 簡便な会計処理 

   繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

① 四半期財務諸表に関する会計基準 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準 

 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平

成18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。これに伴い、商品の評価基準につき

ましては売価還元法による原価法から売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

(4) 追加情報 

 退職給付引当金 

 退職一時金の代替制度として、賞与支給時に、賞与支給額に一定額を加算して賞与を支給してお

りましたが、退職一時金制度導入に伴い、退職一時金規程を新設致しました。 

この制度導入により、従業員の退職給付に備えるため、当第３四半期連結会計期間末における退職

給付債務の見込額(簡便法により自己都合要支給額の100％)に基づき、退職給付引当金を計上して

おります。 

 この結果、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益がそれぞれ3,876千円減少しており

ます。 

4. その他

(1) 期中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)

   
名称  住所 資本金

(百万円) 主要な事業の内容 異動理由 議決権の
所有割合(％)

(連結子会社)

   
株式会社アスク 神奈川県横浜市 157 マンション向け

フロントサービス業 株式取得 58.3

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,481,324 1,479,612

加盟店貸勘定 5,537 20,702

売掛金 492,168 36,928

有価証券 477,406 366,874

商品 519,681 393,372

その他 358,127 400,455

貸倒引当金 △11,918 △5,200

流動資産合計 4,322,325 2,692,746

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,477,688 881,806

土地 1,806,602 683,002

その他（純額） 453,454 614,661

有形固定資産合計 3,737,745 2,179,470

無形固定資産   

のれん 495,459 23,494

その他 80,988 30,441

無形固定資産合計 576,448 53,936

投資その他の資産   

投資有価証券 480,169 577,388

長期貸付金 1,334 752,111

敷金及び保証金 1,184,342 1,223,609

投資不動産 2,751,434 2,760,531

その他 241,802 250,553

貸倒引当金 △6,428 △3,300

投資その他の資産合計 4,652,655 5,560,894

固定資産合計 8,966,849 7,794,301

資産合計 13,289,174 10,487,047
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,579,651 1,114,778

加盟店借勘定 41,769 42,439

短期借入金 300,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 389,992 199,996

未払金 366,385 586,920

未払法人税等 225,799 26,936

預り金 974,556 947,722

賞与引当金 147,393 102,000

その他 772,669 377,745

流動負債合計 4,798,217 3,498,538

固定負債   

長期借入金 3,740,024 2,575,017

長期預り保証金 393,228 404,270

リース債務 187,435 147,078

退職給付引当金 3,876 －

その他 34,666 43,998

固定負債合計 4,359,230 3,170,364

負債合計 9,157,447 6,668,903

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,000 1,200,000

資本剰余金 164,064 164,064

利益剰余金 2,851,025 2,687,864

自己株式 △124,144 △124,003

株主資本合計 4,090,945 3,927,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84,682 △109,781

評価・換算差額等合計 △84,682 △109,781

少数株主持分 125,463 －

純資産合計 4,131,726 3,818,144

負債純資産合計 13,289,174 10,487,047
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(2)【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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 17,475,794

営業収入  

加盟店からの収入 304,759

その他の営業収入 1,665,501

営業収入合計 1,970,261

営業総収入 19,446,056

売上原価 14,037,459

営業総利益 5,408,596

販売費及び一般管理費 5,004,031

営業利益 404,564

営業外収益  

受取利息 6,434

受取配当金 6,051

投資有価証券売却益 1,388

有価証券運用益 116,348

不動産賃貸料 302,746

その他 14,001

営業外収益合計 446,971

営業外費用  

支払利息 45,389

為替差損 12,525

不動産賃貸費用 205,494

その他 4,681

営業外費用合計 268,091

経常利益 583,444

特別利益  

フランチャイズ契約解約金 10,955

貸倒引当金戻入額 1,303

特別利益合計 12,258

特別損失  

固定資産除却損 711

店舗閉鎖損失 30,906

減損損失 33,542

リース解約損 3,424

特別損失合計 68,584

税金等調整前四半期純利益 527,119

法人税等 264,782

少数株主利益 289

四半期純利益 262,047
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンビニエンス・ストア事業の割合がい

ずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 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) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象に関する注記
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(要約)前年同四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考資料」

前第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 18,699,134
96.9

(100.0)

Ⅱ 営業収入 590,142 3.1

 営業総収入合計 19,289,277 100.0

Ⅲ 売上原価 13,710,722
71.1
(73.2)

 売上総利益 (5,002,829) (26.8)

 営業総利益 5,578,555 28.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費 4,925,324 25.5

 営業利益 653,230 3.4

Ⅴ 営業外収益 399,287 2.1

Ⅵ 営業外費用 675,966 3.5

 経常利益 376,551 2.0

Ⅶ 特別利益 48,684 0.2

Ⅷ 特別損失 273,904 1.4

 税金等調整前四半期純利益 151,331 0.8

 法人税、住民税及び事業税 107,500

 法人税等調整額 △31,284 76,215 0.4

 四半期純利益 75,116 0.4
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