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平成 24 年２月期 第２四半期(累計) 業績予想との差異 

及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

  平成 23 年４月８日に公表した平成 24 年２月期第２四半期(累計)の業績予想と、本日公表の実績値に差

異が生じましたので下記のとおりお知らせいたします。 

  また、平成 24 年２月期通期の業績予想につきましても、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたし

ます。 

  

記 
 

 １． 平成 24 年２月期 第２四半期(累計) 業績予想との差異について 

 

 平成 24 年２月期 第２四半期(累計) 連結業績予想数値と実績との差異 

(平成 23 年３月１日～平成 23 年８月 31 日) 

 営業収益 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 450,000 1,800 △100 △10,500 △52.80

今期実績(B) 437,899 2,045 295 △9,357 △47.05

増減額(B－A) △12,101 245 395 1,143 

増減率(%) △2.7 13.6 － － 

(ご参考)前年同期実績 

(平成 23 年２月期第２

四半期[累計])  

463,643 818 △698 △1,623 △8.16

 

 

 平成 24 年２月期 第２四半期(累計) 個別業績予想数値と実績との差異 

(平成 23 年３月１日～平成 23 年８月 31 日) 

 営業収益 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 360,000 300 △150 △9,500 △47.77

今期実績(B) 348,823 463 405 △7,862 △39.53

増減額(B－A) △11,177 163 555 1,638 

増減率(%) △3.1 54.3 － － 

(ご参考)前年同期実績 

(平成 23 年２月期第２

四半期[累計])  

372,104 △418 △370 △1,739 △8.74

 

 

 

 



 

 ・差異の理由 

 

平成 24 年２月期第２四半期(累計)の連結及び個別業績予想につきましては、営業収益は既存店の売上

高が当初見込みを下回ったことにより、前回予想を下回りました。営業利益、経常利益及び四半期純利

益につきましては、原価低減施策を推し進めたことによる荒利率の改善や業務の効率化、節電等による

販売費及び一般管理費の低減により、前回予想を上回りました。 

なお、平成 24 年２月期 第２四半期(累計)の実績の詳細につきましては、本日公表の「平成 24 年２月

期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照下さい。 

 

 

 

２． 平成 24 年２月期 通期 業績予想の修正について 

 

 平成 24 年２月期 通期 連結業績予想数値の修正 

(平成 23 年３月１日～平成 24 年２月 29 日) 

 営業収益 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

前回発表予想(A) 890,000 5,000 1,200 △12,500 △62.85

今回修正予想(B) 865,000 5,000 1,200 △12,500 △62.85

増減額(B－A) △25,000 － － － 

増減率(%) △2.8 － － － 

(ご参考)前期通期実績 

(平成 23 年２月期)  
911,801 3,243 △1,144 △5,318 △26.74

 

 平成 24 年２月期 通期 個別業績予想数値の修正 

(平成 23 年３月１日～平成 24 年２月 29 日) 

 営業収益 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

前回発表予想(A) 720,000 2,000 700 △12,500 △62.85

今回修正予想(B) 700,000 2,000 700 △12,500 △62.85

増減額(B－A) △20,000 － － － 

増減率(%) △2.8 － － － 

(ご参考)前期通期実績 

(平成 23 年２月期)  
732,588 853 △890 △6,382 △32.09

 

・修正の理由 

 

平成 24 年２月期通期の連結及び個別業績予想につきましては、営業収益は依然として当社を取り巻く

事業環境が不透明であり、また、最近の販売動向を踏まえ、上記のとおり修正いたします。なお、営業

利益、経常利益及び当期純利益につきましては、原価低減施策と販売費及び一般管理費の低減の取り組

みを継続することから、前回予想を据え置きます。 

 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

以 上 


