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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 10,487 △4.5 △467 ― △456 ― △382 ―

21年3月期第1四半期 10,980 ― △60 ― △49 ― △132 ―

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 △17.05 ―

21年3月期第1四半期 △5.89 ―

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 41,802 19,413 45.5 847.63
21年3月期 41,919 20,012 46.5 870.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,005百万円 21年3月期  19,508百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

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

24,222 7.3 324 67.9 308 8.8 △264 ― △11.77

通期 48,272 7.3 439 ― 381 ― 97 ― 4.33



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 

 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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項のご利用にあたっての注意事項等については、4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 22,610,359株 21年3月期  22,610,359株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  188,844株 21年3月期  187,864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 22,422,005株 21年3月期第1四半期 22,431,107株



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

　当第1四半期におけるわが経済は、昨年秋以降の世界的な金融システムの混乱は、若干落ち着きを取り戻した傾向で

はありますが、企業収益の大幅な落ち込みにより雇用情勢はさらに悪化しており、設備投資も減少傾向にあり非常に

厳しい状況が続いております。

　個人消費におきましても、大規模な経済政策の下支え効果で一部下げ止まりの兆候が見られるものの、雇用情勢の

悪化や実質所得の減少などにより消費者の生活防衛意識はさらに高まる傾向にあります。

　外食産業におきましては、個人消費の低迷により、顧客獲得のために飲食単価の引き下げに繋がる同業者間の競争

が激化しており、また中食業界のマーケット拡大等の影響により、経営環境は非常に厳しいものになっております。

　このような状況の中でレストラン事業におきましては、既存店の業績回復を柱に、新規出店を控え、業績不振店舗

の改装及び業態変更を推進いたしました。その結果2店舗（前年同四半期8店舗）新規出店を行い、それに対し6店舗

（前年同四半期6店舗）退店致しました。これにより当連結第1四半期末における店舗数は42都道府県に575店舗（別に

ケータリング3事業所）となりました（対前年同四半期42都道府県に581店舗（別にケータリング3事業所））。総店舗

数の減少及び既存店舗の売上の減少により減収になり、原材料及び人件費等の増大等により減益となりました。

　外商事業におきましては、関西国際空港における機内食事業が長距離路線の減便等による食数の減少及び㈱アサヒ

ケータリングの冷凍機内食や介護食を含む業務用冷凍食品製造工場の新規事業における開業費負担により減収減益と

なりました。

　不動産賃貸部門におきましては、大阪木津市場㈱の地方卸売市場再開発事業の目処が立ち増収増益となりました。

　運輸事業におきましては、水間鉄道㈱において売上高は前年同期並みに推移しましたが、当第1四半期連結会計期間

においてＰｉＴａＰａ自動改札機の設備投資を行ったことにより減益となりました。

　水産物卸売事業におきましては、前第3四半期連結会計期間から新しいセグメントとして加わっております。業績は

売上高5億55百万円となりました。

　この結果、当第1四半期連結会計期間の連結業績は売上高104億87百万円（前年同期比4.5％減）となりました。

  売上原価につきましては、原価率が61.66％（前年同期は57.82％）と3.84ポイントの増加となりました。これは原

材料費のロス管理を徹底し、効率の良いメニュー開発やオペレーションの改善に努めましたが、それ以上に原材料費

の高騰及び労務費の増加が進んだ結果です。

　販売費及び一般管理費につきましては、販売費及び一般管理費率が42.80％（前年同期は42.73％）と0.07ポイント

の増加となりました。

　以上の結果、営業損失4億67百万円（前年同期は営業損失60百万円）、経常損失4億56百万円（前年同期は経常損失

49百万円）、当期純損失3億82百万円（前年同期は当期純損失1億32百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億17百万円減少し、418億2百万円（前連

結会計年度末419億19百万円）となりました。

　また、当第1四半期連結会計期間末の純資産は194億13百万円（前連結会計年度末200億12百万円）となり、当期純損

失3億82百万円の計上による減少、配当金支払いによる減少1億34百万円等により前連結会計年度に比べて5億98百万円

減少いたしました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の46.54％から45.47％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2億83百万円増加し、41億49百万円（前年同期38億66百万円）となりました。

　当第1四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが57百万円の支出

（前年同期9百万円の獲得）、投資活動によるキャッシュ・フローが5億90百万円の支出（前年同期9億4百万円の支出）、

財務活動によるキャッシュ・フローが7億22百万円の収入（前年同期13億48百万円の収入）となりました。

（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損失は4億29百万円、減価償却費3億46百万円を計上いたしました。また売上債権が2億42百万

円減少し、仕入債務が1億33百万円減少したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　新店・改装に伴う店舗設備及び、水間鉄道㈱のＰｉＴａＰａ自動改札機の設備投資による有形固定資産の取得によ

る支出を6億86百万円したこと等によるものであります。

（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18億円及び長期借入金の返済による支出9億74百万円と配当金の支払額1億2百万円等を反映し

たものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第1四半期の業績は概ね当初計画通りの水準で推移しております。平成21年5月14日に公表いたしました、第2四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

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）

　該当事項はありません。

（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

　① 簡便な会計処理

　（経過勘定項目の算定方法）

　　連結財務諸表等の作成に際しては、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一部簡便な方法

　を採用しております。

  （繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

　ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末に検討において

　使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。

 

　② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　 該当事項はありません。

（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

     該当事項はありません。

－ 2 －



１【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 4,169,120 4,095,150

預け金 1,023,641 1,192,184

売掛金 1,040,966 1,126,833

商品及び製品 87,190 84,666

原材料及び貯蔵品 225,779 236,902

短期貸付金 2,343 3,044

繰延税金資産 13,758 11,893

その他 777,099 835,811

貸倒引当金 △39,891 △52,426

流動資産合計 7,300,008 7,534,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,484,004 25,262,850

減価償却累計額 △17,114,669 △16,768,282

建物及び構築物（純額） 8,369,334 8,494,567

機械装置及び運搬具 2,397,984 2,129,862

減価償却累計額 △1,791,946 △1,761,572

機械装置及び運搬具（純額） 606,038 368,289

工具、器具及び備品 1,631,748 1,528,835

減価償却累計額 △1,126,116 △1,082,342

工具、器具及び備品（純額） 505,631 446,492

土地 8,701,888 8,701,888

建設仮勘定 4,530 68,325

有形固定資産合計 18,187,423 18,079,564

無形固定資産   

のれん 1,267,237 1,297,980

その他 309,689 105,223

無形固定資産合計 1,576,927 1,403,204

投資その他の資産   

投資有価証券 3,564,353 3,567,926

長期貸付金 164,980 165,844

差入保証金 10,653,625 10,845,949

繰延税金資産 206,019 174,650

その他 228,753 226,973

貸倒引当金 △80,085 △78,715

投資その他の資産合計 14,737,646 14,902,629

固定資産合計 34,501,996 34,385,397

資産合計 41,802,005 41,919,458

2009/08/06 17:46:05
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 975,571 1,108,999

1年内返済予定の長期借入金 3,390,344 3,207,620

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 418,737 385,134

1年内返済予定の長期未払金 213,537 257,329

未払費用 1,994,554 2,200,876

1年内リース資産減損勘定 35,633 35,633

未払法人税等 80,159 59,458

未払消費税等 143,037 71,300

その他 161,346 119,200

流動負債合計 7,512,921 7,545,551

固定負債   

社債 1,400,000 1,400,000

長期借入金 10,556,686 9,914,156

長期未払金 267,656 298,130

繰延税金負債 1,702,121 1,698,692

退職給付引当金 548,715 539,201

長期リース資産減損勘定 42,647 51,555

役員退職慰労引当金 3,270 88,699

その他 354,754 371,374

固定負債合計 14,875,852 14,361,811

負債合計 22,388,774 21,907,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236

資本剰余金 6,766,744 6,766,744

利益剰余金 6,521,152 7,037,921

自己株式 △160,262 △159,668

株主資本合計 18,965,871 19,483,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,305 25,651

評価・換算差額等合計 39,305 25,651

少数株主持分 408,053 503,209

純資産合計 19,413,231 20,012,095

負債純資産合計 41,802,005 41,919,458

2009/08/06 17:46:05
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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 10,980,728 10,487,658

売上原価 6,348,821 6,466,723

売上総利益 4,631,907 4,020,935

販売費及び一般管理費 4,692,187 4,488,219

営業損失（△） △60,279 △467,283

営業外収益   

受取利息 4,728 4,557

受取配当金 1,069 1,004

仕入割引 29,549 26,689

賃貸料収入 21,025 25,083

その他 31,864 36,942

営業外収益合計 88,237 94,277

営業外費用   

支払利息 45,958 56,016

長期前払費用償却 4,434 3,276

賃貸費用 11,106 16,378

持分法による投資損失 12,962 2,656

その他 3,099 4,781

営業外費用合計 77,562 83,108

経常損失（△） △49,604 △456,115

特別利益   

固定資産売却益 11,430 3,711

退店に伴う補償金 － 10,790

投資損失引当金戻入額 14,399 －

持分変動利益 － 38,524

その他 2,205 470

特別利益合計 28,035 53,496

特別損失   

固定資産除却損 26,052 13,331

貸倒引当金繰入額 220 591

減損損失 － 6,002

社葬費用 20,134 －

その他 － 7,161

特別損失合計 46,407 27,088

税金等調整前四半期純損失（△） △67,976 △429,706

法人税、住民税及び事業税 75,394 41,038

法人税等調整額 △17,320 △33,233

法人税等合計 58,074 7,805

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,044 △55,278

四半期純損失（△） △132,095 △382,233

2009/08/06 17:48:36
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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損失（△） △67,976 △429,706

減価償却費 305,872 346,244

減損損失 － 6,002

長期前払費用償却額 13,055 14,003

のれん償却額 24,801 30,742

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,983 △134,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,073 9,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △4,680

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △988

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22 304

投資損失引当金の増減額（△は減少） △14,399 －

受取利息及び受取配当金 △4,728 △5,561

支払利息 45,958 56,016

持分法による投資損益（△は益） 30,962 20,656

持分変動損益（△は益） － △38,524

固定資産除売却損益（△は益） △5,634 △927

売上債権の増減額（△は増加） 220,114 242,939

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,685 8,598

仕入債務の増減額（△は減少） △113,097 △133,428

未払消費税等の増減額（△は減少） 78,430 99,384

その他 △306,372 △163,985

小計 87,413 △78,082

利息及び配当金の受取額 448 5,561

利息の支払額 △46,134 △55,941

法人税等の支払額 △31,979 －

法人税等の還付額 － 70,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,748 △57,754

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 △918,128 △686,497

無形固定資産の取得による支出 △1,813 △107,192

長期前払費用の取得による支出 △19,796 △18,392

有形固定資産の売却による収入 28,346 26,739

子会社株式の取得による支出 △21,980 －

短期貸付けによる支出 － △60,000

短期貸付金の回収による収入 － 60,000

長期貸付けによる支出 △3,150 △1,660

長期貸付金の回収による収入 1,944 2,333

差入保証金の差入による支出 △163,884 △6,422

差入保証金の回収による収入 189,303 197,222
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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) 

その他 4,451 3,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △904,706 △590,590

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 600,000 －

短期借入金の返済による支出 △450,000 －

長期借入れによる収入 2,300,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,000,814 △974,745

配当金の支払額 △100,560 △102,345

自己株式の売却による収入 654 －

自己株式の取得による支出 △1,029 △593

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,348,249 722,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,291 73,970

現金及び現金同等物の期首残高 3,412,828 4,075,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,866,120 4,149,120
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

　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）

レストラン
事業
(千円)

外商
事業
（千円）

受託販売
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
(千円)

 運輸
 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
8,272,859 2,190,291 246,226 127,344 144,005 10,980,728 － 10,980,728

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 29,839 － － － 29,839 (29,839) －

計 8,272,859 2,220,130 246,226 127,344 144,005 11,010,567 (29,839) 10,980,728

営業利益（又は営

業損失△）
82,972 8,071 △24,524 3,771 6,863 77,154 (137,434) △60,279

　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）

レストラン

事業

(千円)

外商

事業

（千円）

不動産賃貸

事業

(千円)

 運輸

 事業

(千円) 

水産物

卸売事業

(千円)

 その他

 

(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
7,544,500 1,739,870 133,205 130,322 555,633 384,124 10,487,658 － 10,487,658

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 18,111 3,140 － － 5,192 26,445 (26,445) －

計 7,544,500 1,757,982 136,346 130,322 555,633 389,317 10,514,103 (26,445) 10,487,658

営業利益（又は営

業損失△）
△69,253 △209,114 19,902 △26,975 △11,892 △36,356 △333,689 (133,594) △467,283

（注）　１.事業区分の方法

 　　　　　事業区分は、業種及び事業組織等を勘案し、区分しております。

        ２.各事業の主要な内容

事業区分 主要な内容

レストラン事業 うどん、そば、洋食、回転寿司等を中心としたレストランチェーンの経営

外商事業 機内食事業、パーティーケータリング事業

不動産賃貸事業 地方卸売市場の経営及び不動産賃貸事業

運輸事業 鉄道業、道路旅客運送業(バス)

水産物卸売事業 生鮮水産物及びその加工品の卸売

その他 宿泊施設、会館食堂等の受託販売、米穀販売、加工調理、食品販売

        ３.前連結会計年度まで区分表示しておりました「受託販売事業」は、当第１四半期連結会計期間において事業

　　　　を大幅に縮小したため、当第１四半期連結会計期間より「その他」に含めております。
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b.所在地別セグメント情報

　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）

　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）

　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。

c.海外売上高

　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）

　海外売上高がないため、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４月１日　至 平成21年６月30日）

　海外売上高がないため、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

　該当事項はありません。

－ 2 －
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