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（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 ％ 

26年３月期第２四半期  32,716  6.4  1,169  19.3  1,279  21.5  1,185  81.0

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

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,351百万円（ ％） 180.2   25年３月期第２四半期 482百万円 （ ％） △46.7

  
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３月期第２四半期  38.44  －

25年３月期第２四半期  21.23  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  52,162  40,820  78.1

25年３月期  50,373  39,781  78.8

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 40,718百万円   25年３月期 39,690百万円 

  
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 

25年３月期  － 10.00 － 10.00  20.00

26年３月期  － 10.00     

26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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  65,400  4.9  2,550  35.0  2,800  31.8  1,600  5.2  51.90

（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        ： 無

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

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） 26年３月期２Ｑ 32,009,910株 25年３月期 32,009,910株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,181,197株 25年３月期 1,180,831株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 30,828,918株 25年３月期２Ｑ 30,829,548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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧くださ

い。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気回復の兆しが見受けられるものの、消費全般の基調は、引き続

き楽観視できない状況で推移しました。 

 外食業界においても、原材料費の高騰、円安の進行による調達費用の上昇など、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、「人間貢献・社会貢献」の経営理念のもと、「食を通じて人を幸せにすること」という

企業目標の達成に向け、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・推進などに積極的に取り

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連結経営成績につきましては、売上高は327億16百万円（前年同四半期比6.4％

増）、営業利益11億69百万円（同19.3％増）、経常利益12億79百万円（同21.5％増）となり、 終損益は固定資産売却益

44百万円、固定資産除却損33百万円、投資有価証券評価損54百万円、投資損失引当金繰入額44百万円、減損損失2億48百

万円の計上に加え、過年度に減損損失を計上した固定資産の譲渡に伴う税金費用の減少3億38百万円および連結子会社の

株式譲渡に伴う税金費用の減少3億16百万円により、四半期純利益は11億85百万円（同81.0％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

＜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。 

①独自性のある季節限定商品の投入 

 「モスの夏はナン」と言われるほどの人気シリーズを今年も投入いたしました。ナンとは、インドや中近東でよく食べ

られている平たいパンのことで、モスオリジナルの配合によりふんわりとした食感とバターの甘さを感じていただけま

す。白ゴマたっぷりのカレーソースを使用した「ナン・カレードッグ」、メキシコのファストフード“タコス”をベース

とした「ナン・タコス」を６月下旬から９月上旬にかけて販売し、ご好評をいただきました。 

  

②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 

 新商品『とびきりハンバーグサンド「デミグラスソース アリゴ添え」』の発売に合わせ、「とびきりハンバーグフェ

ア」と題しシリーズのキャンペーン展開を行いました。 

「とびきりシリーズ」では、パティに国産肉（牛・豚合挽き肉）を使用し、日本生まれのハンバーガー専門店として国産

食材の積極活用に取り組んでいます。 

  

③朝食市場の開拓 

 当第２四半期連結会計期間末の朝専用メニューを揃えた朝食時間対応店舗は、約800店となりました。これは、期初と

比較し約400店の増加です。対応店舗をさらに増加させ、当連結会計年度末には全店での対応を目指します。 

  

④リチャージ型プリペイドカード「モスカード」の推進 

 当第２四半期連結会計期間末の累計発行枚数は約60万枚となりました。一人ひとりに合わせたサービスを目指し、「モ

スバーガー モバイル会員」との連携もスタートさせています。今後もさらなる利便性の向上に向け、さまざまな提案を

行ってまいります。 

  

⑤海外出店の強化 

 アジアを中心とした海外出店を進める中で、既出店地域における多店舗化と、新規出店地域の調査を引き続き並行して

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、積極的な出店を目指しており、当第２四半期連結累計期間においては

出店23店舗に対し閉店は17店舗で、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は1,401店舗（前連結会計年度末比6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236店舗（前連結会計年度末5店舗増）、シンガポール28店舗（同

増減なし）、香港11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（同増減なし）、中国（福建

省・江蘇省・上海市・広東省）22店舗（同増減なし）、オーストラリア5店舗（同増減なし）、韓国5店舗（同2店舗増）

となり、海外全体の当第２四半期連結会計期間末店舗数は316店舗（同5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303億92百万円（前年同四半期比6.7％増）、営業利益21億16百万円

（前年同四半期比8.8％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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＜その他飲食事業＞ 

 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27店舗（前連結会計年度末比3店舗減）、

「自由が丘 あえんおそうざい」事業2店舗（同増減なし）、株式会社ダスキンとのコラボレーションショップ「モスド」

および「イン ザ キッチン」事業合計2店舗（同増減なし）、「モスコ」事業2店舗（同増減なし）、「四季の旬菜料理あ

えん」事業5店舗（同増減なし）、「シェフズ ブイ」および「グリーン グリル」事業は合計で3店舗（同増減なし）、

「ちりめん亭」事業35店舗（同5店舗減）となり、その他飲食店事業合計で、76店舗（同8店舗減）となりました。 

 以上の事業活動の結果、その他飲食事業の売上高は19億92百万円（前年同四半期比2.0％増）、営業損失は1億58百万円

（前年同四半期比64百万円の損失減）となりました。 

なお、平成25年10月28日開催の取締役会において「ちりめん亭」を展開する株式会社トモスの株式の全部を譲渡する

ことを決議いたしました。なお、譲渡予定日は平成26年１月１日であります。 

  

＜その他の事業＞ 

 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は、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、設備レンタル面で支援しております。 

 これらによるその他事業の売上高は3億31百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業利益は52百万円（前年同四半期比

103.0％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（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503億73百万円から17億88百万円増加し、521億62百

万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から5億27百万円減少し、固定資産は23億16百万円増加しております。

流動資産が減少した主な理由は、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一方で、法人税等及び配当

金の支払や資金運用による現金及び預金の減少によるものであります。固定資産が増加した主な理由は、公社債の購入に

よる投資有価証券の増加、過年度に減損損失を計上した固定資産の譲渡に係る繰延税金資産3億38百万円の計上および連

結子会社の株式譲渡に係る繰延税金資産の計上3億16百万円であります。 

  

（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7億49百万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り買掛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10億38百万円増加し、自己資本比率は前連結会

計年度末78.8％から当第2四半期連結会計期間末は78.1％と0.7％減少しております。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25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） 

当社グループの有形固定資産（平成10年4月1日以降に取得した、建物付属設備以外の建物を除く）の減価償却方

法について、従来、当社及び国内連結子会社においては定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間

より定額法に変更いたしました。 

この変更は、前連結会計年度の販売子会社再編により今後直営店の出店を増加させ、直営店の資産の比率を高め

ていく方針のもと当社グループの設備投資計画及び収益計画の見直しを図ったことを契機として、モスバーガー事

業の直近の投資の評価・検証を行った結果、投資の効果は平均的・安定的に発現し、かつ、店舗設備の維持管理費

用も平均的・安定的に発生すると見込まれるため、定額法の採用がより適切に実態を表すと判断したことによるも

のであります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期連結累計期間の営業利益は110,043千円、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は115,725千円増加しております。 
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,336,851 4,455,641

受取手形及び売掛金 3,977,996 3,983,725

有価証券 9,455,429 9,311,304

商品及び製品 2,909,557 3,410,308

原材料及び貯蔵品 274,123 259,490

繰延税金資産 240,129 280,429

その他 847,193 810,499

貸倒引当金 △22,616 △20,461

流動資産合計 23,018,665 22,490,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,399,462 10,348,719

減価償却累計額 △6,398,175 △6,463,484

建物及び構築物（純額） 4,001,286 3,885,234

機械装置及び運搬具 258,618 287,515

減価償却累計額 △123,291 △150,368

機械装置及び運搬具（純額） 135,326 137,147

工具、器具及び備品 6,422,435 6,970,968

減価償却累計額 △3,817,538 △4,079,698

工具、器具及び備品（純額） 2,604,896 2,891,269

土地 1,797,752 1,790,545

建設仮勘定 36,593 74,795

有形固定資産合計 8,575,856 8,778,992

無形固定資産   

その他 837,174 941,706

無形固定資産合計 837,174 941,706

投資その他の資産   

投資有価証券 8,293,887 10,087,944

長期貸付金 1,592,345 1,596,562

差入保証金 5,301,580 5,351,714

繰延税金資産 231,023 963,702

その他 2,811,847 2,152,480

貸倒引当金 △227,763 △155,028

投資損失引当金 △61,200 △46,800

投資その他の資産合計 17,941,720 19,950,575

固定資産合計 27,354,751 29,671,274

資産合計 50,373,417 52,162,212
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,924,942 4,358,410

短期借入金 438,104 373,267

未払法人税等 175,068 496,572

賞与引当金 374,573 418,796

ポイント引当金 7,539 7,615

資産除去債務 20,102 19,683

その他 2,983,011 3,062,684

流動負債合計 7,923,341 8,737,029

固定負債   

長期借入金 250,000 190,000

繰延税金負債 24,474 26,893

退職給付引当金 436,152 432,983

資産除去債務 174,889 184,935

その他 1,783,026 1,769,908

固定負債合計 2,668,542 2,604,720

負債合計 10,591,884 11,341,750

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 18,656,969 19,525,848

自己株式 △1,608,542 △1,609,198

株主資本合計 39,561,816 40,430,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 251,065 173,225

為替換算調整勘定 △122,090 115,650

その他の包括利益累計額合計 128,975 288,876

少数株主持分 90,741 101,548

純資産合計 39,781,532 40,820,462

負債純資産合計 50,373,417 52,162,212
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 30,760,593 32,716,512

売上原価 15,799,813 16,908,956

売上総利益 14,960,779 15,807,556

販売費及び一般管理費 13,980,071 14,637,726

営業利益 980,708 1,169,829

営業外収益   

受取利息 48,149 32,334

受取配当金 50,527 35,801

有価証券売却益 － 10,550

設備賃貸料 671,791 570,987

協賛金収入 28,230 22,925

持分法による投資利益 30,481 8,529

雑収入 67,131 97,549

営業外収益合計 896,310 778,678

営業外費用   

支払利息 11,483 11,135

設備賃貸費用 758,196 598,806

雑支出 53,773 58,870

営業外費用合計 823,452 668,812

経常利益 1,053,566 1,279,696

特別利益   

固定資産売却益 45,915 44,419

関係会社株式売却益 146,298 －

その他 6,596 －

特別利益合計 198,810 44,419

特別損失   

固定資産売却損 48 675

固定資産除却損 64,552 33,186

減損損失 60,125 248,457

投資有価証券評価損 － 54,785

投資損失引当金繰入額 50,000 44,200

特別損失合計 174,726 381,305

税金等調整前四半期純利益 1,077,649 942,809

法人税、住民税及び事業税 463,248 510,453

法人税等調整額 △40,097 △754,610

法人税等合計 423,151 △244,157

少数株主損益調整前四半期純利益 654,498 1,186,967

少数株主利益又は少数株主損失（△） △97 1,843

四半期純利益 654,595 1,185,123
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 654,498 1,186,967

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △236,159 △78,764

為替換算調整勘定 35,112 128,725

持分法適用会社に対する持分相当額 28,661 114,142

その他の包括利益合計 △172,384 164,102

四半期包括利益 482,113 1,351,070

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 479,688 1,340,263

少数株主に係る四半期包括利益 2,424 10,806
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,077,649 942,809

減価償却費 941,088 834,643

減損損失 60,125 248,457

持分法による投資損益（△は益） △30,481 △8,529

固定資産除売却損益（△は益） 18,685 △10,557

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,564 43,158

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,577 75

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,378 △4,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68,925 △74,907

投資損失引当金の増減額（△は減少） 50,000 44,200

受取利息及び受取配当金 △98,676 △68,136

支払利息 11,483 11,135

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） 282,348 19,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △773,845 △438,199

仕入債務の増減額（△は減少） 835,233 387,364

その他 191,333 38,955

小計 2,390,242 1,965,568

利息及び配当金の受取額 141,011 130,777

利息の支払額 △8,959 △11,138

法人税等の支払額 △367,964 △189,915

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,154,330 1,895,291

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 △799,430 △702,200

有価証券の償還による収入 600,804 500,000

有形固定資産の取得による支出 △971,839 △967,100

有形固定資産の売却による収入 139,492 118,457

無形固定資産の取得による支出 △268,499 △335,350

貸付けによる支出 △590,797 △228,538

貸付金の回収による収入 558,231 292,524

投資有価証券の取得による支出 △2,121,030 △3,051,940

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,925,275 3,459,576

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 △6,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 65,305 300,000

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 △108,874 35,207

投資活動によるキャッシュ・フロー △296,264 △779,362
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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） 178,884 △83,997

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △305 △656

配当金の支払額 △312,025 △310,713

その他 △79,170 △106,724

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,615 △562,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,063 32,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,593,514 586,343

現金及び現金同等物の期首残高 7,267,306 10,463,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,860,820 11,049,466
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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△841,095千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△838,584千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 

「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、第１四半期連結会計期間

より、従来、定率法を採用していた有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。この変更によ

り、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間のモスバーガー事業のセグメント利益が92,269千円増加、

その他飲食事業のセグメント損失が10,346千円減少、その他の事業のセグメント利益が316千円増加しておりま

す。また、「調整額」に含まれる各報告セグメントに配分していない全社費用が7,110千円減少しております。  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  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

  （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  30,392,532  1,992,179  331,799  32,716,512  －  32,716,512

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 75,085  1,901  457,249  534,236  △534,236  －

計  30,467,618  1,994,081  789,049  33,250,748  △534,236  32,716,512

セグメント利益又は損失（△）  2,116,255  △158,199  52,868  2,010,924  △841,095  1,169,829
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