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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4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）

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 ％

22年1月期第1四半期 7,926 ― 340 ― 377 ― 164 ―
21年1月期第1四半期 8,135 9.9 270 75.0 319 77.0 135 59.6

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1月期第1四半期 24.13 ―
21年1月期第1四半期 19.72 ―

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1月期第1四半期 12,657 6,438 50.9 944.61
21年1月期 12,611 6,409 50.8 940.39

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  6,438百万円 21年1月期  6,409百万円

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

21年1月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

15,800 △1.1 460 3.5 510 0.3 180 △1.8 26.41

通期 32,200 △1.4 1,050 △5.3 1,150 △4.6 450 0.9 66.02

－ 1 －



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  無  

(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 
 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提
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、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 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。 

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1月期第1四半期 7,335,634株 21年1月期  7,335,634株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  519,372株 21年1月期  519,372株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 6,816,262株 21年1月期第1四半期 6,873,822株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、四半期後半になって在庫調整が進展したわずかな業界が生産増

加に転じた中にあって、大多数の業界が依然深刻な販売不振に呻吟するなど、総じて言えば大底からの底バイ状況が

続きました。  

当社グループの中核業務である食肉小売関連業界におきましては期央までは前期後半の流れを汲んで内食化、円高

の恩恵が前面に出ていたものの、次第に雇用調整の本格化、家計収入の減少予想等から消費者の更なる節約指向が顕

著になり、また四半期末に流行の兆しが出た新型インフルエンザが、当初豚インフルエンザと報道されたことなどで

ハイペースであった業績進捗のペースが次第にスローダウンする兆しが生じました。 

このような中にあって、当社グループは深刻な社会経済環境下においても堅実に業績を達成していくことを運営の

優先課題としてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は79億26百万円、営業利益は３億40百万円、経常利益は３億77百万

円、四半期純利益は１億64百万円となりました。 

  

営業の概況を事業の種類別に記述すると以下の通りであります。 

  

「食肉等の小売業」 

当第１四半期連結会計期間中の開店は２店、閉店は４店であり、その結果当第１四半期末の店舗数は163店になりま

した。内訳は食肉小売店舗138店、惣菜小売店舗25店であります。当セグメントを取り巻く環境は上記記載の通りで、

その結果売上高は52億84百万円、営業利益は４億１百万円となりました。 

  

「食肉等の製造・加工業」 

当第１四半期連結会計期間中に次第に高値原料から安値原料に切り替わったことから売上高は15億10百万円、営業

利益は50百万円と比較的好調な結果になりました。 

  

「外食業」 

当第１四半期連結会計期間中の開店は１店、閉店は２店であり、その結果当第１四半期末の店舗数は47店になりま

した。 

利用客の節約指向に対応して多くの店舗において食べ放題メニューを追加するなどの営業施策を実施し、売上高は

11億31百万円、また71百万円ののれんの償却を実施した結果、営業損失は３百万円となりました。 

  

 (資産、負債、純資産の状況) 

 当第１四半期連結会計期間末の主要勘定の金額及びその前連結会計年度末対比は以下の通りでありますが、短期借

入金が長期借入金に振り替わった以外の大きな変動はありません。なお、自己資本比率は50.9％と対前期末比0.1ポ

イントの上昇となりました。 

  

    流動資産       68億69百万円(対前期末比＋1.1％)         

  固定資産       57億87百万円(同△0.5％) 

  総資産       126億57百万円(同＋0.4％) 

    流動負債       47億65百万円(同△5.3％) 

  固定負債      14億54百万円(同＋24.4％) 

  純資産        64億38百万円(同＋0.4％) 

  負債・純資産合計 126億57百万円(同＋0.4％) 

  

  (キャッシュフローの状況) 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

４億円増加し、32億37百万円となりました。 

  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は５億66百万円となりました。これは、法人税

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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等の支払額４億26百万円があったものの前連結会計年度末の休日要因が当第１四半期連結会計期間末になく、売上債

権が４億52百万円減少したこと、税金等調整前当期純利益３億78百万円が寄与したこと等によるものです。  

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は１億98百万円となりました。これは、連結子

会社の天然ガス導入に係る設備投資関連支出などがあったこと等によるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果増加した資金は32百万円となりました。これは、既往債務の

返済３億円、配当金の支払１億15百万円があったものの、長期借入金による収入４億48百万円があったこと等による

ものです。 

  

  

当第１四半期連結会計期間の業績進捗状況は良好でありますが、上記記載の通り、そのペースがスローダウンする

兆しが出ていることから平成21年３月13日に開示しました連結業績予想に変更はありません。 

  

  

該当はありません。  

    

該当はありません。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の適用 

  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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 （たな卸資産） 

  「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18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 

これによる当第１四半期連結会計期間の損益への影響はございません。 

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理

によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

    これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年４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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,837,566 3,436,964

受取手形及び売掛金 911,083 1,008,763

テナント未収入金 915,583 1,270,080

商品及び製品 555,551 550,155

原材料及び貯蔵品 202,092 169,220

仕掛品 10,910 9,563

繰延税金資産 133,621 121,273

未収入金 157,485 140,686

その他 181,061 135,151

貸倒引当金 △35,084 △49,506

流動資産合計 6,869,872 6,792,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,974,456 3,952,136

減価償却累計額 △2,151,645 △2,129,575

建物及び構築物（純額） 1,822,811 1,822,560

機械装置及び運搬具 1,833,381 1,816,495

減価償却累計額 △1,521,032 △1,506,623

機械装置及び運搬具（純額） 312,349 309,872

土地 806,772 806,772

リース資産 5,544 －

減価償却累計額 △36 －

リース資産（純額） 5,507 －

その他 765,265 763,852

減価償却累計額 △599,919 △591,823

その他（純額） 165,346 172,028

減損損失累計額 △410,346 △410,346

有形固定資産合計 2,702,441 2,700,888

無形固定資産   

のれん 850,020 923,734

その他 38,146 36,736

無形固定資産合計 888,167 960,471

投資その他の資産   

投資有価証券 121,559 135,451

長期前払費用 174,406 93,671

敷金及び保証金 1,352,412 1,364,053

繰延税金資産 343,361 359,432

投資不動産 214,023 214,217

その他 42,980 43,175

貸倒引当金 △51,437 △51,939

投資その他の資産合計 2,197,306 2,158,061

固定資産合計 5,787,915 5,819,421

資産合計 12,657,787 12,611,774
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４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１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,291,204 2,195,207

短期借入金 786,500 995,000

1年内返済予定の長期借入金 288,084 235,780

1年内償還予定の社債 34,000 34,000

未払金及び未払費用 710,873 818,176

未払法人税等 220,590 385,132

賞与引当金 200,285 106,503

その他 233,497 263,180

流動負債合計 4,765,035 5,032,980

固定負債   

社債 17,000 34,000

長期借入金 955,424 634,270

退職給付引当金 242,508 241,584

役員退職慰労引当金 76,285 77,384

その他 162,802 181,617

固定負債合計 1,454,020 1,168,856

負債合計 6,219,055 6,201,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,700 466,700

資本剰余金 1,064,000 1,064,000

利益剰余金 5,393,519 5,365,343

自己株式 △476,036 △476,036

株主資本合計 6,448,183 6,420,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,451 △10,070

評価・換算差額等合計 △9,451 △10,070

純資産合計 6,438,732 6,409,936

負債純資産合計 12,657,787 12,611,774
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 7,926,732

売上原価 5,081,503

売上総利益 2,845,228

販売費及び一般管理費 2,505,169

営業利益 340,059

営業外収益  

受取利息 1,505

受取配当金 280

協賛金収入 31,456

その他 26,881

営業外収益合計 60,123

営業外費用  

支払利息 6,672

持分法による投資損失 15,645

その他 516

営業外費用合計 22,835

経常利益 377,347

特別利益  

貸倒引当金戻入額 13,024

保険解約返戻金 4,301

その他 3,834

特別利益合計 21,160

特別損失  

店舗閉鎖損失 18,309

その他 1,364

特別損失合計 19,673

税金等調整前四半期純利益 378,834

法人税、住民税及び事業税 211,031

法人税等調整額 3,301

法人税等合計 214,333

四半期純利益 164,501
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４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 378,834

減価償却費 88,072

のれん償却額 73,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,924

受取利息及び受取配当金 △1,785

支払利息 6,672

持分法による投資損益（△は益） 15,645

退職給付引当金の増減額（△は減少） 924

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,099

有形固定資産除却損 365

その他の特別損益（△は益） △4,301

売上債権の増減額（△は増加） 452,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,614

仕入債務の増減額（△は減少） 56,255

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,806

その他の流動負債の増減額（△は減少） △105,330

小計 997,578

利息及び配当金の受取額 1,785

利息の支払額 △6,672

法人税等の支払額 △426,476

営業活動によるキャッシュ・フロー 566,216

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 △91,720

無形固定資産の取得による支出 △3,207

投資有価証券の取得による支出 △749

保険積立金の解約による収入 10,803

その他の支出 △124,338

その他の収入 10,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,360

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） △208,500

長期借入れによる収入 448,900

長期借入金の返済による支出 △75,442

社債の償還による支出 △17,000

配当金の支払額 △115,210

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 400,602

現金及び現金同等物の期首残高 2,836,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,237,566
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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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

(1）食肉等の小売業…………食肉、食肉加工品等の小売業及び惣菜小売業 

(2）食肉等の製造・加工業…食肉加工品及び冷凍麺等の製造・加工業 

      (3) 外食業……………………焼肉レストラン経営 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものについては、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であり、当第１四半期連結累計期間における金額は64,308千円であります。 

  

当企業集団は、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該当事項はありま

せん。 

  

  

当企業集団は、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該当事項はありま

せん。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
食肉等の小売
業（千円） 

食肉等の製
造・加工業 
（千円） 

外食業  
（千円）  

計（千円） 
消去または全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,284,885  1,510,454  1,131,392  7,926,732  －  7,926,732

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 44,375  105,721  －  150,096 (150,096)  －

計  5,329,260  1,616,175  1,131,392  8,076,828 (150,096)  7,926,732

営業費用  4,928,107  1,565,522  1,134,670  7,628,300 (41,627)  7,586,673

営業利益  401,153  50,653  △3,278  448,528 (108,468)  340,059

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  8,135,756

Ⅱ 売上原価  5,320,382

売上総利益  2,815,374

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,545,298

営業利益  270,075

Ⅳ 営業外収益  63,907

Ⅴ 営業外費用  14,929

経常利益  319,053

Ⅵ 特別利益  3,049

Ⅶ 特別損失  16,528

税金等調整前四半期純利益  305,575

法人税、住民税及び事業税  176,959

法人税等調整額  △6,917

四半期純利益  135,533
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