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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 31,179 4.3 806 △12.7 904 △12.1 614 25.3
21年3月期第2四半期 29,893 ― 923 ― 1,028 ― 490 ―

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2四半期 16.34 ―

21年3月期第2四半期 13.03 ―

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2四半期 50,634 21,836 42.7 574.74
21年3月期 49,863 21,146 41.9 555.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  21,621百万円 21年3月期  20,916百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50

22年3月期 ― 7.75

22年3月期 
（予想）

― 7.75 15.50

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 67,000 3.9 2,450 16.9 2,600 16.8 1,300 784.4 34.55



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） 

(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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、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。 

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2四半期 38,277,406株 21年3月期  38,277,406株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  657,791株 21年3月期  647,680株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 37,623,878株 21年3月期第2四半期 37,654,119株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気後退を背景として、企業業績の低迷が長引

くなか、輸出の持ち直しや株価の回復等、一部に景気の回復感が見られるものの、総じて厳しい状況が続いてお

ります。 

当社グループを取り巻く市場環境においても、景気低迷による消費者の生活防衛意識や節約志向がますます高

まり、経営環境は更に厳しさを増しております。 

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、「基幹商品カテゴリーの活性化」及び「新しいカテ

ゴリー・事業分野の開拓」を中心とした取り組みを進めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は311億79百万円（前年同期比 4.3%増）となりました。利益

面につきましては、前年同期と比較して原材料価格は安定してきたものの、依然として高い水準にあり、営業利

益は８億６百万円（同 12.7%減）、経常利益は９億４百万円（同 12.1%減）となりました。なお、四半期純利益

につきましては、子会社において、繰越欠損金による税金負担の軽減があったため、６億14百万円（同 25.3%

増）となっております。 

以下、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

①食料品事業 

本年１月にリニューアルした「すし太郎」の売上拡大を狙った“うなぎとすし太郎で手巻きずし”キャン

ペーンを実施するとともに、土用の丑の日を中心に「松茸の味お吸いもの」との同時陳列による連動販売を

促進してまいりました。 

さらに、少容量ニーズに合わせて、副菜・お弁当等に便利な「ちょっとがうれしい小皿中華」、少人数か

らご家族まで対応した設計（２人前×２袋）の濃縮タイプ「おいしさギュッと鍋つゆの素」等の新商品を発

売いたしました。 

また、秋からの鍋シーズンに向けた鍋専用の商品である「鍋の〆用そうらーめん」を発売するとともに、

昨年から引き続き人気のあるカレー鍋を、煮込みラーメンの新メニューに取り入れ、「煮込みラーメン カレ

ー鍋風（今季限定）」として投入し、麺カテゴリーの拡充に努めてまいりました。 

加えて、昨年９月に藤原製麺株式会社及び株式会社ふじの華が、本年４月に株式会社サニーフーズが連結

子会社になったことにより、売上高は309億６百万円（前年同期比 7.8%増）となりました。 

②その他の事業 

その他の事業の売上高は２億72百万円（同 77.7%減）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より７億71百万円増加し、506億34百万円となりま 

した。これは主に有形固定資産及び投資有価証券が増加したことによるものです。また負債は、前連結会計年度

末より80百万円増加し、287億97百万円となりました。これは主に、長期借入金及び短期借入金が増加したことに

よるものです。また、純資産は主に、その他有価証券評価差額金の増加により218億36百万円となりました。この

結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は216億21百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に

比べ0.8ポイント上昇の42.7％となりました。  

  

当社グループの第２四半期連結累計期間の業績が、売上高・利益とも概ね当初計画どおり推移していることか

ら、平成21年５月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

【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

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法  

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

② 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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度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する方法によっております。 

③ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

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）

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,347 6,714

受取手形及び売掛金 9,493 9,157

商品及び製品 3,123 2,974

仕掛品 547 499

原材料及び貯蔵品 3,420 3,457

その他 713 967

貸倒引当金 △7 △11

流動資産合計 23,638 23,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,618 13,304

減価償却累計額 △8,214 △8,037

建物及び構築物（純額） 5,403 5,267

機械装置及び運搬具 11,933 11,098

減価償却累計額 △8,778 △8,502

機械装置及び運搬具（純額） 3,154 2,596

土地 8,699 8,665

リース資産 941 543

減価償却累計額 △140 △61

リース資産（純額） 800 481

建設仮勘定 34 161

その他 1,838 1,827

減価償却累計額 △1,483 △1,451

その他（純額） 355 376

有形固定資産合計 18,448 17,550

無形固定資産   

のれん 25 －

その他 175 104

無形固定資産合計 200 104

投資その他の資産   

投資有価証券 5,967 5,317

その他 2,563 3,309

貸倒引当金 △184 △177

投資その他の資産合計 8,346 8,448

固定資産合計 26,995 26,103

資産合計 50,634 49,863



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

支払手形及び買掛金 7,514 7,623

短期借入金 6,239 5,995

未払法人税等 372 321

賞与引当金 479 469

その他 5,209 5,804

流動負債合計 19,814 20,215

固定負債   

長期借入金 6,196 5,951

退職給付引当金 265 271

役員退職慰労引当金 49 43

負ののれん － 57

その他 2,471 2,178

固定負債合計 8,983 8,501

負債合計 28,797 28,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,502 3,502

資本剰余金 6,492 6,492

利益剰余金 15,782 15,467

自己株式 △539 △531

株主資本合計 25,237 24,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △242 △640

土地再評価差額金 △3,373 △3,373

評価・換算差額等合計 △3,615 △4,014

少数株主持分 214 229

純資産合計 21,836 21,146

負債純資産合計 50,634 49,863



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 29,893 31,179

売上原価 16,159 17,746

売上総利益 13,734 13,432

販売費及び一般管理費   

販売促進費 5,420 5,337

賞与引当金繰入額 274 258

役員退職慰労引当金繰入額 17 8

その他 7,098 7,021

販売費及び一般管理費合計 12,810 12,626

営業利益 923 806

営業外収益   

受取利息 3 3

受取配当金 70 65

負ののれん償却額 95 98

その他 81 85

営業外収益合計 251 252

営業外費用   

支払利息 79 92

その他 67 61

営業外費用合計 146 154

経常利益 1,028 904

特別利益   

固定資産売却益 － 3

受取保険金 － 83

受取補償金 72 －

特別利益合計 72 87

特別損失   

減損損失 0 －

固定資産除却損 0 45

投資有価証券評価損 － 7

店舗閉鎖損失 2 2

事務所移転費用 14 －

リース解約損 1 0

特別損失合計 20 56

税金等調整前四半期純利益 1,079 935

法人税等 632 346

少数株主利益又は少数株主損失（△） △43 △25

四半期純利益 490 614



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,079 935

減価償却費 509 751

減損損失 0 －

のれん償却額 － 18

負ののれん償却額 △95 △98

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,141 6

受取利息及び受取配当金 △74 △69

支払利息 79 92

受取保険金 － △83

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

その他の営業外損益（△は益） 2 0

その他の償却額 19 9

有形固定資産除売却損益（△は益） 12 3

売上債権の増減額（△は増加） △714 △312

たな卸資産の増減額（△は増加） △388 △94

仕入債務の増減額（△は減少） 905 △125

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 1,298 △141

未払消費税等の増減額（△は減少） △40 58

その他の資産・負債の増減額 △83 17

小計 1,401 981

利息及び配当金の受取額 74 68

利息の支払額 △78 △91

保険金の受取額 － 91

法人税等の支払額 △798 △300

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 599 750



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △727 △1,688

有形固定資産の売却による収入 0 32

投資有価証券の取得による支出 △171 △5

投資有価証券の売却による収入 0 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

145 －

差入保証金の差入による支出 △3 △10

差入保証金の回収による収入 66 415

その他 △0 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △691 △1,254

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） 999 220

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △86

長期借入れによる収入 － 600

長期借入金の返済による支出 △252 △331

自己株式の純増減額（△は増加） △11 △8

配当金の支払額 △291 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー 443 101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 351 △401

現金及び現金同等物の期首残高 5,795 6,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 34

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,147 6,347



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

① 食料品事業……………主に和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造及び販売事業 

② 外食事業………………主に和食レストラン事業 

③ その他の事業…………主に鍼灸・マッサージ事業 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「食料品事業」の割合がいずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「外食事業」については、事業の縮小に伴い重要性がなくなったため、「その

他の事業」に含めております。 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

 本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

   以 上  

（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〕

  
食料品事業
（百万円） 

外食事業
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去 
又は全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  28,672  1,045  175  29,893  －  29,893

(2) セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 0  6  5  12 (12)  －

計  28,673  1,051  181  29,906 (12)  29,893

  営業利益又は営業損失(△)  1,076  △157  △1  917  6  923

〔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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