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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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）

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 ％

21年3月期第3四半期 66,839 ― 2,223 ― 2,345 ― 1,173 ―

20年3月期第3四半期 64,412 13.9 1,642 △32.8 1,745 △31.6 215 △84.8

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

21年3月期第3四半期 118.34 ―

20年3月期第3四半期 21.71 ―

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

21年3月期第3四半期 29,040 20,051 69.0 2,024.87
20年3月期 27,817 19,263 69.2 1,942.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  20,051百万円 20年3月期  19,263百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31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  有  
 

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 88,007 2.2 2,865 14.0 3,004 13.7 1,463 106.8 147.64

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）  無  

(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、４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、４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.平成20年11月10日に公表いたしました通期の連結業績予想について本資料において修正しております。 
業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績等は、経営環境の変化など様々な要因により大きく異なる
可能性があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  97,412株 20年3月期  83,338株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  9,914,095株 20年3月期第3四半期  9,946,367株
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響を受

け、輸出の大幅な落込み等、企業収益の悪化が顕著となり、またこれに伴い雇用環境についても急速に悪化す

るなど、景気の先行きの不透明感は一段と強まりました。 

当社グループを取巻く中食業界におきましても、景気の先行きに対する不安感から消費者の節約志向が一層

強まり、更には食の安全性を脅かす事件の相次ぐ発生により、食品の安全性に対する不信感が消費者に広がり

を見せるなど、厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境の中において、当社グループは、食の安全・安心を第一とした品質の高い商品開発及び

商品管理に注力するとともに、廃棄等ロスの削減や製造原価の低減を図るなど利益率の改善に努めてまいりま

した。 

当社グループの当第３四半期累計期間の業績は、以下のとおりであります。 

  

① 売上高（セグメント間の内部売上高を除く。） 

当第３四半期累計期間の売上高は、668億39百万円（前年同期比3.7％増）となりました。 

テナント事業においては、総合惣菜店舗４店舗、洋風惣菜店舗３店舗の計７店舗を新規に出店した他、既

存の総合惣菜店舗８店舗、寿司専門店舗１店舗の計９店舗の改装を行いました。一方、総合惣菜店舗２店

舗、寿司専門店舗１店舗、洋風惣菜店舗１店舗の計４店舗の閉鎖を行い、これにより当第３四半期末の店舗

数は307店舗となりました。 

当第３四半期累計期間における改装店舗の新たな試みとして「揚物バイキングコーナー」を設け、揚物カ

テゴリーの販売強化を図りました。また、商品面においては国産原料使用の製品投入に努め、販売面におい

てはユニーグループ実施のイベント企画に、「北海道フェア」「東西寿司対決」「九州フェア」等の自社販

売企画を併せて実施し、販売企画の充実を図ることで、既存店舗の売上高確保に努めてまいりました。 

しかしながら、第３四半期会計期間の 大の商戦である「クリスマス、年末商戦」において、前年のクリ

スマス・イブが休日であった反動や各エリアの競合店出店の影響で動員客数が減少したことなどにより、売

上高が伸び悩んだことが大きく影響し、既存店舗の売上高は99.7％と前第３四半期累計期間を下回り、テナ

ント事業全体の売上高は、321億46百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

外販事業においては、当第３四半期会計期間より本格パスタの美味しさとバラエティ感のある品揃えを追

求したサークルＫサンクスの新パスタブランド「rubetta（ルベッタ）」の納品を開始し、既存パスタ製品の

全面リニューアルを実施しました。これにより当第３四半期会計期間におけるパスタ製品の納品は好調に推

移いたしました。 

一方、米飯においては、秋の行楽シーズン時の「秋の弁当キャンペーン」に投入した「のり弁」や赤ワイ

ンで仕立てた「シチュードハンバーグ弁当」の投入など、デザインや質にも徹底的にこだわった商品づくり

に注力し、納品数量の増加を図りましたが、既存工場の納品額は伸び悩みました。 

これらにより、外販事業全体の売上高は、前連結会計年度に新設した４工場の増収効果もあり、346億66百

万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

炊飯事業においては、26百万円（前年同期比30.0％増）となりました。 

  

② 営業利益 

当第３四半期累計期間の営業利益は、22億23百万円（前年同期比35.3％増）となりました。 

テナント事業においては、店舗毎に値引ロス・廃棄ロスデータを基にした製造数量の適正化を図り、利益

率の改善に取組むとともに、揚物を中心とした主力製品の販売価格の見直し等を実施したことにより、テナ

ント事業の営業利益は21億48百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 

外販事業においては、工場規模に合わせた適正製造アイテム数管理と製品リニューアルに伴う工程の軽減

に努め、製品原価率の低減を図りました。また、全工場において受注、出荷体制の見直しを実施したことに

より、製造ロスや労務費が抑制され、生産効率が向上したことなどから、外販事業の営業利益は６億95百万

円（前年同期比438.8％増）となりました。 

炊飯事業においては、テナント事業向けの内部売上高が減少したため、炊飯事業の営業利益は43百万円

（前年同期比9.0％減）となりました。 

  

③ 経常利益・四半期純利益 

当第３四半期累計期間の経常利益は、上述の要因等により、23億45百万円（前年同期比34.3％増）とな

り、四半期純利益は、特別損失に投資有価証券評価損１億49百万円を計上したことなどにより、11億73百万

円（前年同期比443.3％増）となりました。 

四半期純利益の主な増益要因は、上述の要因に加え、前年同期に特別損失に投資有価証券評価損５億90百

万円、減損損失１億23百万円を計上したことによるものであります。 

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比増減率及び前年同期の金額については、参考とし

て記載しております。 

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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当第３四半期末における総資産は、290億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億23百万円の増加とな

りました。これは主に現金及び預金の増加10億38百万円、売掛金の増加２億73百万円、有価証券の増加２億99

百万円及び有形固定資産の減少５億７百万円によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ４億35百万円増加し、89億89百万円となりました。これは主に買掛金の増

加４億４百万円、未払消費税等の増加３億29百万円及び長期借入金の減少３億74百万によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ７億88百万円増加し、200億51百万円となりました。この主な要因は、四

半期純利益の11億73百万円による増加と配当金の支払額３億94百万円による減少であります。 

これらにより当第３四半期末の自己資本比率は、前連結会計年度末の69.2％から69.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比

べ13億37百万円増加し、55億62百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって得られた資金は、26億49百万円となりました。 

この主な内容は、税金等調整前四半期純利益21億93百万円、減価償却費10億38百万円及び仕入債務の増加

額４億４百万円のプラス要因と、売上債権の増加額４億68百万円及び法人税等の支払額10億58百万円のマイ

ナス要因であります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によって使用した資金は、５億10百万円となりました。 

支出の主な内容は、有形固定資産の取得による支出額４億88百万円であります。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によって使用した資金は、８億２百万円となりました。 

支出の主な内容は、長期借入金の返済による支出額３億74百万円、配当金の支払額３億94百万円でありま

す。 

当第３四半期累計期間の業績は、第２四半期累計期間までは順調に進捗しましたが、第３四半期会計期間に

おいて、クリスマス商戦・年末商戦での売上が落込み、また利益面では保有有価証券の時価の著しい下落によ

り投資有価証券評価損を特別損失に計上したことなどにより、平成20年11月10日公表の第２四半期決算短信に

て修正しました業績見通しを下回って推移しました。 

この当第３四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、当社グループの通期の見通しについて、以下のと

おり業績見通しを修正いたしました。 

 通期の業績予想数値の修正（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）          （単位：百万円） 

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 

  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 

 前回発表予想（Ａ）  88,696  3,118  3,246  1,752 176円76銭 

 今回発表予想（Ｂ）  88,007  2,865  3,004  1,463 147円64銭 

 増減額（Ｂ－Ａ）  △688  △252  △241  △289 ―

 増減率（％）  △0.77  △8.09  △7.44  △16.49 ―

（ご参考） 
 前期の実績（平成20 
 年３月期） 

 86,101  2,512  2,641  707 71円20銭 
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当社グループの通期の業績見通しを事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

平成21年３月期見通し（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）            （単位：百万円） 

（注）テナント事業の通期の出店として、総合惣菜店舗６店舗（当第３四半期累計期間４店舗）、洋風惣菜店舗３

店舗（同３店舗）の計９店舗の新規出店を予定しております。 

該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却の算定方法について、定率法を採用している減価償却費の算定は、当連結会計年度に

係る年間償却額を期間按分して算定しております。 

  

  テナント事業 外販事業 炊飯事業 計 消去又は全社 連結 

 外部顧客に対する売上高  42,590  45,379  37  88,007 ―   88,007

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高 

―  840  846  1,686  △1,686 ― 

 計  42,590  46,219  883  89,693  △1,686  88,007

 営業費用  39,737  45,385  829  85,951  △810  85,141

 営業利益  2,852  834  54  3,741  △876  2,865

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） 

（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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

ましたが、当第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」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

③ 法人税法の改正を契機に構築物及び機械装置の経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期

間より一部の資産について耐用年数の変更を行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ10,982千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,263,342 4,225,327

売掛金 4,490,089 4,216,512

有価証券 299,328 －

商品 9,172 7,955

製品 4,961 7,185

原材料 411,347 322,342

仕掛品 63,704 78,813

貯蔵品 131,877 126,157

繰延税金資産 318,891 421,817

その他 870,671 580,846

流動資産合計 11,863,385 9,986,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,585,713 5,865,946

機械装置及び運搬具（純額） 2,261,874 2,427,690

土地 4,591,154 4,591,154

その他（純額） 444,828 505,891

有形固定資産合計 12,883,571 13,390,682

無形固定資産 259,119 271,805

投資その他の資産   

投資有価証券 2,149,863 2,185,579

繰延税金資産 387,539 439,069

長期預金 700,000 700,000

その他 805,733 851,545

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 4,034,686 4,167,743

固定資産合計 17,177,377 17,830,231

資産合計 29,040,763 27,817,188
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,436,274 3,031,464

1年内返済予定の長期借入金 499,200 499,200

未払法人税等 364,200 513,400

賞与引当金 550,000 800,500

役員賞与引当金 2,130 2,840

その他 3,117,531 2,346,982

流動負債合計 7,969,336 7,194,386

固定負債   

長期借入金 319,500 693,900

退職給付引当金 444,914 392,702

負ののれん 57,599 70,243

長期未払金 148,327 148,327

その他 49,606 54,551

固定負債合計 1,019,947 1,359,724

負債合計 8,989,283 8,554,111

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,002,262 2,002,262

資本剰余金 2,174,336 2,174,336

利益剰余金 16,262,268 15,485,701

自己株式 △296,069 △262,587

株主資本合計 20,142,797 19,399,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91,318 △136,636

評価・換算差額等合計 △91,318 △136,636

純資産合計 20,051,479 19,263,076

負債純資産合計 29,040,763 27,817,188
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 66,839,031

売上原価 58,211,901

売上総利益 8,627,129

販売費及び一般管理費 6,403,432

営業利益 2,223,697

営業外収益  

受取利息 4,801

受取配当金 55,446

負ののれん償却額 12,643

不動産賃貸料 23,293

その他 45,724

営業外収益合計 141,910

営業外費用  

支払利息 10,955

不動産賃貸原価 7,876

その他 1,710

営業外費用合計 20,542

経常利益 2,345,064

特別利益  

前期損益修正益 6,728

固定資産売却益 1,095

補助金収入 35,100

特別利益合計 42,924

特別損失  

固定資産売却損 610

固定資産除却損 30,760

減損損失 14,001

投資有価証券評価損 149,075

特別損失合計 194,447

税金等調整前四半期純利益 2,193,540

法人税、住民税及び事業税 930,494

法人税等調整額 89,817

法人税等合計 1,020,312

四半期純利益 1,173,228
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 2,193,540

減価償却費 1,038,565

減損損失 14,001

負ののれん償却額 △12,643

賞与引当金の増減額（△は減少） △250,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △710

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,211

受取利息及び受取配当金 △60,248

支払利息 10,955

固定資産売却損益（△は益） △484

固定資産除却損 20,766

投資有価証券評価損益（△は益） 149,075

売上債権の増減額（△は増加） △468,877

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,609

未収入金の増減額（△は増加） 20,473

仕入債務の増減額（△は減少） 404,810

その他の流動資産の増減額（△は増加） △114,115

その他の固定資産の増減額（△は増加） 47,214

未払費用の増減額（△は減少） 195,533

未払消費税等の増減額（△は減少） 329,678

その他の流動負債の増減額（△は減少） 174,191

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,945

小計 3,659,884

利息及び配当金の受取額 59,208

利息の支払額 △10,830

法人税等の支払額 △1,058,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,649,909

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △488,420

有形固定資産の売却による収入 3,331

投資有価証券の取得による支出 △3,608

長期貸付金の回収による収入 2,975

投資その他の資産の増減額（△は増加） △24,521

投資活動によるキャッシュ・フロー △510,245
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入金の返済による支出 △374,400

自己株式の取得による支出 △32,761

自己株式の純増減額（△は増加） △720

配当金の支払額 △394,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △802,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,337,342

現金及び現金同等物の期首残高 4,225,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,562,670
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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。 

  

 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20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

３．有形固定資産の耐用年数の変更 

「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より構築物及び機械装置の一部について、耐用年数を変更しております。 

四半期連結会計期間より構築物及び機械装置の一部について、耐用年数を変更しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、テナント事

業で72千円減少し、外販事業で10,651千円、炊飯事業で404千円それぞれ増加しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社がないため、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20年４月１日 至平成20年12月31日）において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

      テナント事業 外販事業 炊飯事業 計 消去又は全社 連結

売上高             

(1) 外部顧客に対する売
上高    32,146,278    34,666,706    26,046    66,839,031 ―    66,839,031

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

―    635,184    630,837    1,266,021    △1,266,021 ―

計    32,146,278    35,301,890    656,883    68,105,052    △1,266,021    66,839,031

営業利益  2,148,829  695,960  43,325  2,888,115  △664,418  2,223,697

事業区分 主要な事業の内容 

テナント事業 
スーパーマーケット等へのチェーン店舗出店を行い、寿司・惣菜等を製
造・加工し、販売を行っております。 

外販事業 
弁当・おにぎり・惣菜等を製造・加工し、コンビニエンスストア加盟店
舗へ納品を行っております。 

炊飯事業 
炊飯及び寿司飯等の製造を行い、当社のテナント事業及び得意先へ納品
を行っております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書  

  

科目 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  64,412,548

Ⅱ 売上原価  56,755,861

売上総利益  7,656,686

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,014,176

営業利益  1,642,510

Ⅳ 営業外収益  127,276

１．受取利息   5,380

２．受取配当金  58,082

３．負ののれん償却額  9,834

４．不動産賃貸料  18,813

５．その他  35,166

Ⅴ 営業外費用  24,075

１．支払利息   8,757

２．不動産賃貸原価  5,242

３．その他  10,074

経常利益  1,745,711

Ⅵ 特別利益  108,413

１．補助金収入   94,715

２．その他  13,698

Ⅶ 特別損失  739,212

１．固定資産除却損  25,426

２．減損損失  123,018

３．投資有価証券評価損  590,718

４．その他   50

税金等調整前四半期純利益  1,114,911

法人税、住民税及び事業税  676,452

法人税等調整額   222,540

四半期純利益  215,918
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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   1,114,911

減価償却費   1,137,818

減損損失   123,018

負ののれん償却額 △9,834

賞与引当金の増減額  
（△は減少）  

△242,200

退職給付引当金の増減額
（△は減少）  16,459

受取利息及び受取配当金 △63,462

支払利息   8,757

固定資産除却損   13,571

投資有価証券評価損   590,718

売上債権の増減額 
（△は増加）  

△2,607,730

たな卸資産の増減額  
（△は増加） 

△162,967

仕入債務の増減額 
（△は減少）   911,901

その他流動資産の増減額
（△は増加）  

△66,445

その他固定資産の増減額
（△は増加）  

△3,176

未払費用の増減額 
（△は減少）   226,863

その他流動負債の増減額
（△は減少）   388,632

その他固定負債の増減額
（△は減少）  

△2,579

その他 △84,311

小計   1,289,945

利息及び配当金の受取額  62,725

利息の支払額 △9,082

法人税等の支払額 △1,395,210

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△51,623

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー      

有形固定資産の取得による
支出  

△2,624,743

事業の譲受けによる支出 △818,091

事業の譲受けによる割賦
未払金の支払額  

△639,158

その他  △58,567

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△4,140,560
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

（単位：千円） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）において、本邦以外の国又は地域

に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー      

長期借入れによる収入   1,500,000

長期借入金の返済による
支出  

△182,100

自己株式の取得による支
出  

△146,645

配当金の支払額  △393,413

その他  △2,058

財務活動によるキャッシュ・
フロー  775,783

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

△3,416,400

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  6,051,738

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残
高  2,635,337

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  テナント事業 外販事業 炊飯事業 計 消去又は全社 連結 

売上高             

(１)外部顧客に対する売

上高 
 32,233,577    32,158,943    20,027  64,412,548 ―  64,412,548

(２)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
    ―    639,605    660,349  1,299,955  △1,299,955     ― 

計  32,233,577    32,798,549    680,377  65,712,503  △1,299,955  64,412,548

営業利益  2,089,767    129,153    47,644  2,266,566  △624,056  1,642,510

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 
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