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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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3月期第1四半期 20,290 △4.9 423 △11.3 479 △8.2 246 △19.8

21年3月期第1四半期 21,341 ― 477 ― 522 ― 307 ―

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3月期第1四半期 24.92 ―

21年3月期第1四半期 31.02 ―

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3月期第1四半期 27,348 20,171 73.8 2,040.03
21年3月期 28,219 19,919 70.6 2,012.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,171百万円 21年3月期  19,919百万円

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3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

42,400 △4.6 1,510 △7.2 1,561 △8.2 861 △9.2 86.91

通期 84,531 △3.4 2,728 0.0 2,818 △2.2 1,562 21.6 157.69
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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）  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 

平成21年５月15日に公表の連結業績予想への変更はありません。 
なお、業績予想は、業績の見通しの参考となる情報提供のみを目的としたものであります。経営環境の変化など、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、これらの要因の変動が当初想定した範囲を上回る事態が発生した場合には、当初の見通し数値と異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  111,984株 21年3月期  103,604株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  9,892,319株 21年3月期第1四半期  9,916,650株

－ 2 －



(1) 業績の状況  

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、グローバルな景気後退により急速に悪化してきた中、アジ

ア向け輸出の持ち直しや在庫調整の一巡を受けて一部においては景気底入れの動きがみられました。 

 個人消費については、総額２兆円の定額給付金に加え、家電エコポイントや環境対応車の購入支援といった消費

刺激策が消費をある程度押し上げたものの、全般的には、雇用・所得環境等の将来不安を払拭するまでには至ら

ず、当社グループを取巻く経営環境は、低迷する消費マインドを反映し、引続き悪化しました。 

 また、食のシーンは、雇用の不安定化や可処分所得の減少から外食から中食そして内食へと移行しており、中食

業界における消費は確実に鈍化が進んできております。このため、当社グループは、当第１四半期連結会計期間に

おいて商品の価額帯の明瞭化とお買い得感のアピールに努めました。さらに、創業40周年を迎えるにあたって全て

を見直すことをスローガンに掲げ、製造から販売に至るまでの業務の改善に注力してまいりました。 

 当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、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１四半期連結会計期間の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ4.9％減収の202億90百万円となりま

した。 

 テナント事業においては、「創業40周年特別企画」を毎月実施しました。 

 「やわらか鶏唐揚」の30％プライスダウンのほか、各カテゴリーにおいて200円・300円・600円と均一価額の

特売を実施し、中でも弁当・丼物の300円均一特売が特に好評をいただきました。 

 しかしながら、その他の定番商品の落ち込みや売上高増を期待したゴールデン・ウィーク、母の日等の大きな

商戦において苦戦を強いられ、既存店舗の伸張率が91.5％と前年を割り込む結果となったことなどからテナント

事業の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ5.6％減収の96億45百万円となりました。 

 外販事業においては、値頃感のある販促企画を実施し、おにぎり類では中京地区限定企画の手巻おにぎり「週

末100円均一セール企画」が好評をいただきました。弁当類においては、「元気応援弁当」380円等のお買い得感

のある弁当の展開や、地元名古屋の老舗「スギモト本店」監修の「牛すき焼き重」の予約販売を実施するなど米

飯全体への活性化を図りました。 

 また、食べる直前に振って食べる「ふるふるスタイル」、野菜と温かい主食をまぜて食べる「まぜまぜスタイ

ル」等の新しいスタイルのサラダが好調に推移したことなどにより、サラダ類の売上は伸張しました。 

 これらの企画それぞれにおいては、好評を得ることができたものの、売上全体を押し上げるまでには至らず、

外販事業の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ4.2％減収の106億43百万円となりました。 

  

② 営業利益 

 当第１四半期連結会計期間の営業利益は、前第１四半期連結会計期間と比べ11.3％減益の４億23百万円となり

ました。 

 テナント事業においては、原材料価額が落ち着きを見せ、各店舗における運営コストも適正に保持してまいり

ましたが、売上高の落ち込みが も大きな要因となり、前第１四半期連結会計期間と比べ31.2％減益の４億18百

万円となりました。 

 外販事業においては、工場毎の製品アイテムを見直してアイテム数の削減に取り組むとともに、製造工程数の

削減を推し進めてまいりました。これらの取り組みが生産効率を高め、労務費の削減を可能にしたことと、光熱

費が値下がり傾向にあったことなどから製造原価率の低減が進み、前第１四半期連結会計期間と比べ149.6％増

益の２億65百万円となりました。 

  

③ 経常利益・四半期純利益 

 当第１四半期連結会計期間の経常利益は、上述の各要因等により、前第１四半期連結会計期間と比べ8.2％減

益の４億79百万円となり、四半期純利益は、前第１四半期連結会計期間と比べ19.8％減益の２億46百万円となり

ました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、273億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億71百万円

の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少３億77百万円、、売掛金の減少３億78百万円及び有価証券の

減少２億99百万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11億23百万円減少し、71億76百万円となりました。これは主に買掛金の減少２

億55百万円、未払法人税等の減少５億42百万円であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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純資産は、前連結会計年度末に比べ２億52百万円増加し、201億71百万円となりました。この主な要因は、四半

期純利益２億46百万円による増加と配当金の支払額１億97百万円による減少及びその他有価証券評価差額金の増加

２億26百万円であります。 

これらにより、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の70.6％から73.8％となりま

した。    

(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、前第１四半期連結会

計期間末に比べ16億36百万円増加して62億42百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、１億55百万円の資金を支出しました。（前第１四半期連結会計期間は

８億44百万円の収入） 

 この主な要因は、前第１四半期連結会計期間と比べ当第１四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純利益が

95百万円少なかったことと、法人税等の支払額が２億10百万円増加し、売上債権の減少額が５億10百万円減少し

たことなどによります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結会計期間より29百万円多い１億89百万円の資金を支

出しました。 

 この主な要因は、新規出店及び生産設備の更新等による有形固定資産の取得による支出が前第１四半期連結会

計期間の１億52百万円に対し、当第１四半期連結会計期間は１億85百万円となったことによります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結会計期間より27百万円多い３億32百万円の資金を支

出しました。 

 この主な要因は、自己株式の取得による支出が22百万円あったことによります。  

平成21年５月15日に公表しました連結業績予想への変更はありません。  

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費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。  

（表示方法の変更） 

四半期連結貸借対照表 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、「商品」「製品」として掲記されてい

たものは、当第１四半期連結会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記しております。なお、当第１四半期

連結会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ7,034千円、8,855千円であります。 

また、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」「貯蔵品」として掲記されていたものは、当第１四

半期連結会計期間は「原材料及び貯蔵品」と一括して掲記しております。なお、当第１四半期連結会計期間に

含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ303,874千円、123,185千円であります。 

  

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間において、「自己株式の純増減額」として掲記されていたものは、当第１四半期

連結累計期間から「自己株式の取得による支出」に一括して表示しております。なお、当第１四半期連結累計

期間に含まれる「自己株式の純増減額」は215千円であります。 

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６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,942,251 6,319,389

売掛金 3,494,599 3,873,590

有価証券 299,845 599,745

商品及び製品 15,889 15,220

仕掛品 106,147 96,213

原材料及び貯蔵品 427,059 436,728

繰延税金資産 420,934 463,375

その他 338,909 211,819

流動資産合計 11,045,636 12,016,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,359,394 5,459,273

機械装置及び運搬具（純額） 2,219,685 2,204,068

土地 4,553,500 4,553,500

その他（純額） 395,883 418,290

有形固定資産合計 12,528,464 12,635,133

無形固定資産 238,321 246,503

投資その他の資産   

投資有価証券 2,033,977 1,775,859

繰延税金資産 478,754 520,894

長期預金 700,000 700,000

その他 331,925 333,644

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 3,536,206 3,321,949

固定資産合計 16,302,992 16,203,585

資産合計 27,348,629 28,219,669

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,269,111 2,524,767

1年内返済予定の長期借入金 487,600 499,200

未払法人税等 180,800 723,300

賞与引当金 849,800 854,000

その他 2,594,488 2,790,311

流動負債合計 6,381,800 7,391,578

固定負債   

長期借入金 81,500 194,700

退職給付引当金 480,950 460,783

負ののれん 49,170 53,384
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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６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３月31日) 

長期未払金 131,531 148,327

その他 51,806 51,806

固定負債合計 794,957 909,001

負債合計 7,176,758 8,300,580

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 16,422,022 16,373,386

自己株式 △335,046 △312,815

株主資本合計 20,263,575 20,237,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91,704 △318,081

評価・換算差額等合計 △91,704 △318,081

純資産合計 20,171,871 19,919,089

負債純資産合計 27,348,629 28,219,669
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 21,341,647 20,290,374

売上原価 18,762,491 17,730,859

売上総利益 2,579,156 2,559,515

販売費及び一般管理費 2,101,251 2,135,903

営業利益 477,905 423,611

営業外収益   

受取利息 971 1,900

受取配当金 24,632 22,968

負ののれん償却額 4,214 4,214

不動産賃貸料 7,474 7,864

補助金収入 － 15,161

その他 15,006 9,259

営業外収益合計 52,299 61,369

営業外費用   

支払利息 4,277 2,222

不動産賃貸原価 2,594 2,578

その他 945 841

営業外費用合計 7,817 5,642

経常利益 522,387 479,338

特別利益   

前期損益修正益 6,728 －

補助金収入 35,100 －

特別利益合計 41,828 －

特別損失   

固定資産売却損 － 353

固定資産除却損 5,475 8,792

会員権評価損 － 7,200

特別損失合計 5,475 16,346

税金等調整前四半期純利益 558,740 462,991

法人税、住民税及び事業税 236,041 163,587

法人税等調整額 15,092 52,840

法人税等合計 251,133 216,427

四半期純利益 307,606 246,563
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 558,740 462,991

減価償却費 337,444 305,581

負ののれん償却額 △4,214 △4,214

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,800 △4,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,140 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,852 20,166

長期未払金の増減額（△は減少） － △16,796

受取利息及び受取配当金 △25,603 △24,869

支払利息 4,277 2,222

固定資産売却損益（△は益） － 353

固定資産除却損 3,611 3,801

会員権評価損 － 7,200

売上債権の増減額（△は増加） 891,440 380,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,696 △933

未収入金の増減額（△は増加） 68,201 5,490

仕入債務の増減額（△は減少） △521,107 △255,656

その他の流動資産の増減額（△は増加） △158,014 △133,100

その他の固定資産の増減額（△は増加） △3,212 △2,315

未払費用の増減額（△は減少） △38,565 △5,875

未払消費税等の増減額（△は減少） 192,177 △105,630

その他の流動負債の増減額（△は減少） △21,570 △132,211

その他の固定負債の増減額（△は減少） △185 －

小計 1,293,232 502,862

利息及び配当金の受取額 24,660 23,477

利息の支払額 △4,265 △2,197

法人税等の支払額 △468,975 △679,629

営業活動によるキャッシュ・フロー 844,652 △155,485

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 △152,879 △185,742

有形固定資産の売却による収入 653 556

投資有価証券の取得による支出 △2,710 －

長期貸付金の回収による収入 945 45

投資その他の資産の増減額（△は増加） △5,291 △3,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,282 △189,050
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 △124,800 △124,800

自己株式の取得による支出 － △22,230

自己株式の純増減額（△は増加） △175 －

配当金の支払額 △180,045 △185,471

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,020 △332,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 380,349 △677,039

現金及び現金同等物の期首残高 4,225,327 6,919,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,605,676 6,242,096
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 該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（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．追加情報 

前第１四半期連結累計期間 

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。  

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、テナント事業で23千円減少し、外販事業

で3,285千円、炊飯事業で131千円それぞれ増加しております。 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30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 
（千円） 

外販事業
（千円） 

炊飯事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 10,218,395  11,112,708  10,543  21,341,647  ―  21,341,647

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  216,264  193,574  409,838  △409,838  ―

計  10,218,395  11,328,972  204,117  21,751,486  △409,838  21,341,647

営業利益  608,872  106,527  12,278  727,678  △249,772  477,905

  
テナント事業 
（千円） 

外販事業
（千円） 

炊飯事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 9,645,111  10,643,463  1,800  20,290,374  ―  20,290,374

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  215,852  164,884  380,736  △380,736  ―

計  9,645,111  10,859,316  166,684  20,671,111  △380,736  20,290,374

営業利益  418,614  265,942  3,716  688,272  △264,660  423,611

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】
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 該当事項はありません。 

   

（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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