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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7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 ％

22年1月期第2四半期 15,677 ― 579 ― 646 ― 222 ―
21年1月期第2四半期 15,981 △1.0 444 91.4 508 53.0 183 61.4

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2四半期 32.62 ―
21年1月期第2四半期 26.66 ―

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2四半期 12,705 6,506 51.2 954.50
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2四半期  6,506百万円 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 ― ― ― 20.00 20.00
22年1月期 ― ―
22年1月期 

（予想）
― 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  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

通期 32,200 △1.4 1,050 △5.3 1,150 △4.6 450 0.9 66.02
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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  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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,816,262株 21年1月期第2四半期 6,873,822株
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  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、数次の景気対策の効果と年初からの在庫調整の進展により、依

然水面下ではあるものの、生産財部門は底離れの様相が次第に濃くなりました。 

 しかしながら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初は内食化、円高の恩恵が残って

いたものの、雇用状況の悪化、所得の減少の影響が出始め、むしろこれから厳しい時期を迎えるという状況にありま

す。 

 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務を遂行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２四半期連結累計期間の売上高は156億77百万円、営業利益は５億79百万円、経常利益は６億46百

万円、四半期純利益は２億22百万円となりました。 

  

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２四半期連結累計期間中の開店は２店、閉店は11店であり、その結果当第２四半期連結会計期間末の店舗数は

156店になりました。内訳は食肉小売店舗132店、惣菜小売店舗24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103億60百万円、営業利益は６億46百万円となりました。 

  

「食肉等の製造・加工業」 

 拡販の奏功並びに当第２四半期連結累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30

億90百万円、営業利益は１億44百万円と好調を持続しました。 

  

「外食業」 

 当第２四半期連結累計期間中の開店は３店、閉店は３店であり、その結果当第２四半期連結会計期間末の店舗数は

48店になりました。利用客の生活防衛意識の高まり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

販促企画を実施しましたが、売上高は22億26百万円に留まり、また１億42百万円ののれん償却を実施した結果営業損

失は20百万円となりました。 

  

 (資産、負債、純資産の状況) 

 当第２四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、資金調

達の安定化を目的として短期借入金から長期借入金に借り換えを行ったこと以外に大きな変動は無く、その結果、自

己資本比率は51.2％と対前期末比0.4ポイントの上昇となりました。 

    流動資産                   70億20百万円(対前連結会計年度末＋3.4％)         

  固定資産            56億85百万円(同△2.3％) 

  総資産          127億５百万円(同＋0.7％) 

    流動負債          46億36百万円(同△7.9％) 

  固定負債          15億62百万円(同＋33.7％) 

  純資産           65億６百万円(同＋1.5％) 

  負債・純資産合計     127億５百万円(同＋0.7％) 

  

(キャッシュフローの状況) 

 当第２四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

４億89百万円増加し、33億26百万円となりました。 

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２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は９億12百万円となりました。これは法人税等

の支払額３億74百万円があったものの、税金等調整前当期純利益５億30百万円、前連結会計年度末の休日要因が当第

２四半期連結会計期間末になく、売上債権額が５億82百万円減少したこと等によるものです。 

  

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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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は６億47百万円となりました。これは、定期預

金の預入れによる支出３億円、連結子会社の天然ガス導入に係る設備投資関連支出並びに新規店舗出店に係る手付金

の支出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２四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は２億23百万円となりました。これは、長期借

入金の返済及び短期借入金の純減額で合計２億72百万円の支出があったものの、長期借入金で６億48百万円の収入が

あったこと等によるものです。 

  

  

 当第２四半期連結累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、消費関連業界はこれから更に厳

しさを増すと思われ、当社グループもその埒外にある訳ではないことから平成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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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 平成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２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

  

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、通常の売買取引に係る会計処理に

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２四半期連結会計期間末
(平成21年７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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,226,347 3,436,964

受取手形及び売掛金 838,023 1,008,763

テナント未収入金 858,637 1,270,080

商品及び製品 530,657 550,155

仕掛品 8,341 9,563

原材料及び貯蔵品 182,405 169,220

繰延税金資産 132,625 121,273

未収入金 147,046 140,686

その他 130,412 135,151

貸倒引当金 △34,491 △49,506

流動資産合計 7,020,005 6,792,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,913,622 3,952,136

減価償却累計額 △2,161,065 △2,129,575

建物及び構築物（純額） 1,752,557 1,822,560

機械装置及び運搬具 1,842,012 1,816,495

減価償却累計額 △1,540,259 △1,506,623

機械装置及び運搬具（純額） 301,753 309,872

土地 806,772 806,772

リース資産 5,544 －

減価償却累計額 △387 －

リース資産（純額） 5,156 －

その他 784,339 763,852

減価償却累計額 △605,635 △591,823

その他（純額） 178,704 172,028

減損損失累計額 △443,632 △410,346

有形固定資産合計 2,601,312 2,700,888

無形固定資産   

のれん 776,306 923,734

その他 36,915 36,736

無形固定資産合計 813,222 960,471

投資その他の資産   

投資有価証券 123,155 135,451

長期前払費用 168,758 93,671

敷金及び保証金 1,347,873 1,364,053

繰延税金資産 346,167 359,432

投資不動産 213,829 214,217

その他 122,538 43,175

貸倒引当金 △51,437 △51,939

投資その他の資産合計 2,270,886 2,158,061

固定資産合計 5,685,420 5,819,421

資産合計 12,705,426 12,611,774
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,067,963 2,195,207

短期借入金 870,000 995,000

1年内返済予定の長期借入金 311,004 235,780

1年内償還予定の社債 34,000 34,000

未払金及び未払費用 673,068 818,176

未払法人税等 320,317 385,132

賞与引当金 145,357 106,503

その他 214,826 263,180

流動負債合計 4,636,537 5,032,980

固定負債   

社債 17,000 34,000

長期借入金 1,060,483 634,270

退職給付引当金 243,286 241,584

役員退職慰労引当金 72,830 77,384

その他 169,137 181,617

固定負債合計 1,562,737 1,168,856

負債合計 6,199,275 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 5,451,340 5,365,343

自己株式 △476,036 △476,036

株主資本合計 6,506,004 6,420,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 147 △10,070

評価・換算差額等合計 147 △10,070

純資産合計 6,506,151 6,409,936

負債純資産合計 12,705,426 12,611,774
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 15,677,350

売上原価 10,061,752

売上総利益 5,615,597

販売費及び一般管理費 5,035,799

営業利益 579,797

営業外収益  

受取利息 2,462

受取配当金 907

協賛金収入 35,944

その他 54,918

営業外収益合計 94,232

営業外費用  

支払利息 13,585

持分法による投資損失 13,263

その他 1,039

営業外費用合計 27,889

経常利益 646,141

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,396

その他 8,248

特別利益合計 22,645

特別損失  

固定資産除却損 16,203

投資有価証券評価損 16,856

減損損失 81,232

店舗閉鎖損失 7,395

その他 16,188

特別損失合計 137,876

税金等調整前四半期純利益 530,910

法人税、住民税及び事業税 313,631

法人税等調整額 △5,042

法人税等合計 308,588

四半期純利益 222,321

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成22年1月期　第2四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７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 530,910

減価償却費 177,723

減損損失 81,232

のれん償却額 147,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,517

受取利息及び受取配当金 △3,369

支払利息 13,585

持分法による投資損益（△は益） 13,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,701

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,853

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,554

有形固定資産除却損 16,203

その他の特別損益（△は益） 12,554

売上債権の増減額（△は増加） 582,181

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,535

仕入債務の増減額（△は減少） △172,385

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,629

その他の流動負債の増減額（△は減少） △134,294

小計 1,297,682

利息及び配当金の受取額 3,369

利息の支払額 △13,585

法人税等の支払額 △374,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 912,858

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △145,260

無形固定資産の取得による支出 △3,872

投資有価証券の取得による支出 △1,844

保険積立金の解約による収入 10,803

その他の支出 △252,277

その他の収入 45,298

投資活動によるキャッシュ・フロー △647,153

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） △125,000

長期借入れによる収入 648,900

長期借入金の返済による支出 △147,463

社債の償還による支出 △17,000

配当金の支払額 △135,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 489,382

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 3,326,347
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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２四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年７月31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２四半期連結累計期間における金額は146,960千円であります。 

   

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。 

  

（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〕

  
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  10,360,646  3,090,086  2,226,617  15,677,350  －  15,677,350

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 45,044  219,247  4,766  269,058 (269,058)  －

計  10,405,691  3,309,334  2,231,383  15,946,409 (269,058)  15,677,350

営業費用  9,758,941  3,165,121  2,251,427  15,175,490 (77,938)  15,097,552

営業利益  646,750  144,212  △20,044  770,918 (191,120)  579,797

〔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 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   15,981,634 100.0

Ⅱ 売上原価   10,404,645 65.1

売上総利益   5,576,988 34.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,132,449 32.1

営業利益   444,539 2.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息・受取配当金 3,687

２．家賃収入 18,271     

３．協賛金収入 35,098     

４．物流収入 14,843     

５．その他 26,922 98,824 0.6

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 18,884     

２．持分法による投資損失 8,436          

３．その他  7,648 34,969 0.2

経常利益   508,394 3.2

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 28,215 28,215 0.2

Ⅶ 特別損失   

１．貸倒損失 1,371

２．固定資産売却損 3,300

３．固定資産除却損 6,926

４．店舗撤退関連費用 4,806     

５．減損損失 10,496     

６．匿名組合損失 6,578     

７．投資有価証券評価損 10,160     

８．店舗閉鎖損失引当金繰入 7,286     

９．その他 2,858 53,784 0.4

税金等調整前中間純利益   482,825 3.0

法人税、住民税及び事業税 249,262     

法人税等調整額 50,309 299,571 1.9

中間純利益   183,254 1.1
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７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 

  

税金等調整前中間純利益  482,825

減価償却費  181,227

のれん償却  147,428

持分法による投資損益
（△利益） 

 8,436

匿名組合投資損失  6,578

退職給付引当金の増減額  △93

賞与引当金の増加額  29,952

店舗閉鎖損失引当金の増
加 

 7,286

役員退職慰労引当金の増
加額 

 1,212

貸倒引当金の増減額  △32,011

有価証券利息  204

受取利息及び受取配当金  △3,687

支払利息  18,884

有形固定資産売却損  3,300

有形固定資産除却損  6,926

投資有価証券評価損  10,160

投資有価証券売却損  765

減損損失  10,496

その他特別損失  8,271

売上債権の増減額  27,328

たな卸資産の増減額  159,896

その他の流動資産の減少
額 

 7,616

仕入債務の増減額  79,318

その他の流動負債の増減
額 

 144,882

小計  1,307,206
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  6,887

利息の支払額  △18,884

法人税等の支払額  △166,826

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,128,383

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △8,323

有価証券の取得による支
出 

 △800,812

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,763

投資有価証券の売却によ
る収入 

 135

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △118,147

有形固定資産の売却によ
る収入 

 812

その他の投資による支出  △76,564

その他の投資による収入  61,548

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △943,114
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７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 

  

短期借入金増減額  △116,700

長期借入による収入  100,000

長期借入金の返済による
支出 

 △173,952

社債の償還による支出  △52,000

配当金の支払額  △137,476

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △380,128

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △194,858

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,739,905

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 2,545,046
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     前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31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．各事業に属する主要な商品 

(1)食肉等の小売業……………食肉、食肉加工品等の小売業並びに惣菜小売業 

(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、消去又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、当中間連結会計期間における金額は244,673千円であります。 

  

当中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

 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。 

   

当中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

 当企業集団は、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（３）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 
 10,738,432  2,818,672  2,424,529  15,981,634  －  15,981,634

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 55,832  262,078  －  317,911 (317,911)  －

計  10,794,265  3,080,750  2,424,529  16,299,545 (317,911)  15,981,634

営業費用  10,184,803  2,995,108  2,430,420  15,610,332 (73,237)  15,537,095

営業利益又は営業損失

（△） 
 609,461  85,642  △5,891  689,213 (244,673)  444,539

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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