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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 41,588 △6.4 1,392 △14.4 1,482 △12.8 653 △31.1

21年3月期第2四半期 44,446 ― 1,628 ― 1,701 ― 949 ―

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 66.10 ―

21年3月期第2四半期 95.75 ―

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 27,502 20,660 75.1 2,090.80
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2四半期  20,660百万円 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

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 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  有  
 

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 83,719 △4.3 2,609 △4.3 2,733 △5.1 1,268 △1.2 128.29
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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、５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、５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日に公表しました通期の連結業績予想について、本資料において修正しております。 
業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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想定した範囲を上回る事態が発生した場合には、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2四半期 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2四半期  118,314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2四半期  9,888,433株 21年3月期第2四半期  9,916,572株
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（1）業績の状況  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外需要の持ち直しや景気対策による国内需要の下支えに

よって、一部では改善の兆しがみられたものの、持続性を含めた回復に対する懸念が払拭されるまでには至りませ

んでした。 

 個人消費については、自動車、家電等の消費刺激策が講じられた耐久財消費が好調だった一方で、新型インフル

エンザの流行や天候不順の影響もあって当社グループを取巻く消費は総じて低調となりました。 

 このような経営環境の中、当社グループは消費者の潜在需要をつかみ売上高につなげるための施策を講じてまい

りましたが、景気低迷の下でデフレ色が強まる中、節約志向を取り込む価額競争が一段と激しくなったため、苦戦

を余儀なくされました。 

  当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、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２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期間と比べ6.4％減収の415億88百万円となりま

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、通常価額の30％プライスダウンや、各カテ

ゴリーで200円、300円、600円といった均一価額の特売を実施しました。夏の特別企画では、おつまみ関連が、

また、秋の特別企画では、カキフライ・舞茸・松茸・さんまなどを取り入れた商品の販売が好調でしたが、全般

的に安価でボリューム感のある商品に人気が集中したことから、既存店舗の売上高は前年同期比90.4%と割込む

結果となりました。 

 これらにより、テナント事業全体の売上高は、前第２四半期連結累計期間と比べ6.4%減収の198億51百万円と

なりました。 

 外販事業においては、販売価額以上の質感をアピールした「オテゴロ弁当398円シリーズ」や、週末とシルバ

ーウィークにスポットを当てた「手巻きおにぎり売れ筋５品週末100円均一セール」は好評を得ることができた

ものの、米飯全体を底上げするまでには至りませんでした。また、前年の猛暑から一転して多雨、冷夏となった

影響もあって米飯全体の売上高は前年同期間を下回りました。 

 これらにより、外販事業全体の売上高は、前第２四半期連結累計期間と比べ6.3％減収の217億31百万円となり

ました。 

 ② 営業利益 

 当第２四半期連結累計期間の営業利益は、前第２四半期連結累計期間と比べ14.4％減益の13億92百万円となり

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たものの、売上高の落ち込みが も大きな要因となっ

たほか、人員増により労務費が増加したため、前第２四半期連結累計期間と比べ36.7％減益の９億72百万円とな

りました。 

 外販事業においては、売上高が落ち込む中、工場単位毎の製造アイテム数の削減に取り組むとともに、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、労務費を低減することができました。

 これらにより、外販事業の営業利益は前第２四半期連結累計期間と比べ63.3％増益の８億74百万円となりまし

た。   

 ③ 経常利益 

 当第２四半期連結累計期間の経常利益は、上述の各要因等により、前第２四半期連結累計期間と比べ12.8％減

益の14億82百万円となりました。  

 ④ 特別損失・四半期純利益 

 当第２四半期連結累計期間において、減損損失13百万円、投資有価証券評価損３億87百万円を特別損失として

計上しました。これにより、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は、前第２四半期連結累計期間と比べ

31.1％減益の６億53百万円となりました。   

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、275億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億17百万円の

減少となりました。これは主に売掛金の減少３億16百万円及び有形固定資産の償却等による減少２億49百万円によ

るものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ14億58百万円減少し、68億41百万円となりました。これは主に買掛金の減少２

億９百万円、未払法人税等の減少３億92百万円、賞与引当金の減少１億86百万円、短期借入金・長期借入金の減少

２億49百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ７億41百万円増加し、206億60百万円となりました。この主な要因は、四半期

純利益６億53百万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３

億25百万円であります。 

これらにより当第２四半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75.1％となりまし

た。  

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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（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。）の残高は、68億13百万円

となり、前第２四半期連結会計期間末と比べ11億84百万円増加しました。 

 当第２四半期累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 

 営業活動によって得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ12億97百万円少ない８億39百万円となり

ました。 

 この主な要因は、前第２四半期連結累計期間と比べ、税金等調整前四半期純利益が６億34百万円減少し、売上

債権が５億49百万円、法人税等の支払額が２億９百万円増加した一方、仕入債務が３億７百万円増加したことな

どによるものであります。 

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によって使用した資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ１億74百万円多い４億58百万円となりま

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２四半期連結

累計期間と比べ１億80百万円多かったことによるものであります。 

 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によって使用した資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ37百万円多い４億86百万円となりまし

た。 

 この主な要因は、自己株式の取得が前第２四半期連結累計期間と比べ38百万円増加したことによるものであり

ます。  

当第２四半期連結累計期間の業績は、雇用情勢・所得環境の悪化による個人消費の低迷などから、売上高はテナン

ト事業・外販事業ともに伸び悩み、平成21年５月15日に発表しました業績見通しを下回りました。利益面では、テナ

ント事業においては売上高の落ち込み、労務費の増加により同見通しを下回りましたが、外販事業においては生産効

率の見直し、労務費の削減等による製造原価の低減が寄与し、同見通しを上回りました。 

また、同見通しに見込んでいない投資有価証券評価損を特別損失に計上したことなどにより、当社グループ全体の

当第２四半期連結累計期間の業績は、当初の業績見通しを下回りました。 

当社グループの平成22年３月期の通期の業績予想については、今後の景気の先行きが以前として不透明で、雇用情

勢・所得環境の改善は遠く、厳しい経営環境が続くと予想される中、当第２四半期連結累計期間の業績の進捗状況を

勘案し、平成21年５月15日に発表しました業績の見通しを以下のとおり修正いたしました。 

  

（連結）通期の業績予想数値の修正（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）      （単位：百万円） 

（個別）通期の業績予想数値の修正（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）      （単位：百万円） 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）     84,531    2,728  2,818  1,562 157円69銭 

今回発表予想（Ｂ）  83,719 2,609 2,733  1,268 128円29銭

増減額（Ｂ－Ａ）  △812 △119 △85  △294 ―

増減率（％）  △0.9    △4.3 △3.0  △18.8 ―

（ご参考）  

前期の実績（平成21

年３月期） 

   87,516   2,728 2,882  1,284     129円60銭 

  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 

前回発表予想（Ａ）     83,953    2,620  2,710  1,498 151円16銭 

今回発表予想（Ｂ）  83,149 2,522 2,653  1,233 124円71銭

増減額（Ｂ－Ａ）  △804 △97 △56  △264 ―

増減率（％）  △0.9    △3.7 △2.0  △17.6 ―

（ご参考）  

前期の実績（平成21

年３月期） 

   86,667   2,591 2,749  1,204     121円56銭 
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当社グループの通期の業績見通しを事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

平成22年３月期見通し（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）           （単位：百万円） 

  

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） 

① 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２四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２四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２四半期連

結会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ6,440千円、8,159千円であります。 

 また、前第２四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２四

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２四半期連結会計期間に

含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ295,252千円、130,082千円であります。 

  

② 四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

 前第２四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２四半期

連結累計期間から「自己株式の取得による支出」に一括して掲記しております。なお、当第２四半期連結累計

期間に含まれる「自己株式の純増減額」は296千円であります。 

  テナント事業 外販事業 炊飯事業 計 消去又は全社 連結

外部顧客に対する売上高  40,418  43,290  9  83,719  ―  83,719

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 ―  899  742  1,642  △1,642  ―

計  40,418  44,190  752    85,361  △1,642  83,719

営業費用  38,333  42,792  726    81,852  △741  81,110

営業利益  2,085  1,398  25  3,509  △900  2,609

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 6,313,765 6,319,389

売掛金 3,556,814 3,873,590

有価証券 499,769 599,745

商品及び製品 14,599 15,220

仕掛品 92,499 96,213

原材料及び貯蔵品 425,334 436,728

繰延税金資産 351,518 463,375

その他 336,884 211,819

流動資産合計 11,591,187 12,016,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,271,286 5,459,273

機械装置及び運搬具（純額） 2,176,435 2,204,068

土地 4,553,500 4,553,500

その他（純額） 384,508 418,290

有形固定資産合計 12,385,731 12,635,133

無形固定資産 266,004 246,503

投資その他の資産   

投資有価証券 1,779,299 1,775,859

繰延税金資産 458,061 520,894

長期預金 700,000 700,000

その他 330,484 333,644

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 3,259,395 3,321,949

固定資産合計 15,911,130 16,203,585

資産合計 27,502,318 28,219,669

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,315,387 2,524,767

1年内返済予定の長期借入金 403,300 499,200

未払法人税等 331,200 723,300

賞与引当金 667,700 854,000

その他 2,344,758 2,790,311

流動負債合計 6,062,345 7,391,578

固定負債   

長期借入金 41,000 194,700

退職給付引当金 510,894 460,783

負ののれん 44,955 53,384
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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) 

長期未払金 131,531 148,327

その他 50,932 51,806

固定負債合計 779,313 909,001

負債合計 6,841,658 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 16,829,092 16,373,386

自己株式 △352,106 △312,815

株主資本合計 20,653,585 20,237,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,073 △318,081

評価・換算差額等合計 7,073 △318,081

純資産合計 20,660,659 19,919,089

負債純資産合計 27,502,318 28,219,669
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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）

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 44,446,928 41,588,350

売上原価 38,561,491 35,970,794

売上総利益 5,885,437 5,617,555

販売費及び一般管理費 4,257,397 4,224,837

営業利益 1,628,039 1,392,718

営業外収益   

受取利息 2,953 3,813

受取配当金 29,962 22,968

負ののれん償却額 8,429 8,429

不動産賃貸料 15,428 15,728

補助金収入 － 26,686

その他 31,073 22,198

営業外収益合計 87,847 99,825

営業外費用   

支払利息 7,835 4,035

不動産賃貸原価 5,250 5,156

その他 1,177 1,237

営業外費用合計 14,263 10,428

経常利益 1,701,623 1,482,114

特別利益   

前期損益修正益 6,728 －

固定資産売却益 629 －

補助金収入 35,100 －

特別利益合計 42,458 －

特別損失   

固定資産売却損 － 426

固定資産除却損 18,898 15,440

減損損失 14,001 13,024

投資有価証券評価損 19,025 387,549

会員権評価損 － 7,600

特別損失合計 51,925 424,040

税金等調整前四半期純利益 1,692,156 1,058,074

法人税、住民税及び事業税 717,354 295,583

法人税等調整額 25,324 108,857

法人税等合計 742,678 404,440

四半期純利益 949,477 653,633
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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 1,692,156 1,058,074

減価償却費 682,223 623,921

減損損失 14,001 13,024

負ののれん償却額 △8,429 △8,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,800 △186,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,980 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,028 50,110

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 △32,915 △26,782

支払利息 7,835 4,035

固定資産売却損益（△は益） △629 426

固定資産除却損 10,671 7,452

投資有価証券評価損益（△は益） 19,025 387,549

会員権評価損 － 7,600

売上債権の増減額（△は増加） 859,406 310,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,338 15,728

未収入金の増減額（△は増加） 20,073 △25,745

仕入債務の増減額（△は減少） △517,167 △209,380

その他の流動資産の増減額（△は増加） △133,129 △92,916

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,622 △3,476

未払費用の増減額（△は減少） △67,342 △15,741

未払消費税等の増減額（△は減少） 203,337 △180,460

その他の流動負債の増減額（△は減少） △65,287 △214,647

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,945 △874

小計 2,582,376 1,496,670

利息及び配当金の受取額 32,935 26,755

利息の支払額 △7,782 △3,964

法人税等の支払額 △470,608 △679,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,136,920 839,539

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 △274,952 △455,386

有形固定資産の売却による収入 1,511 726

投資有価証券の取得による支出 △3,610 －

長期貸付金の回収による収入 1,960 160

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9,565 △4,175

投資活動によるキャッシュ・フロー △284,656 △458,674
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（単位：千円）

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) 

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 △249,600 △249,600

自己株式の取得による支出 － △39,290

自己株式の純増減額（△は増加） △620 －

配当金の支払額 △198,280 △197,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,500 △486,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,403,763 △105,600

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 5,629,090 6,813,535
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 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） 

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） 

 （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２四半期連結累計期間  

  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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、テナント事業

で46千円減少し、外販事業で6,756千円、炊飯事業で263千円それぞれ増加しております。 

 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）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）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  21,216,980  23,210,566  19,381  44,446,928  ―  44,446,928

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 ―  433,377  415,113  848,491  △848,491  ―

計  21,216,980  23,643,944  434,494  45,295,420  △848,491  44,446,928

営業利益  1,536,499  535,175  29,711  2,101,387  △473,347  1,628,039

  
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  19,851,189  21,731,976  5,184  41,588,350  ―  41,588,350

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 ―  444,388  343,657  788,046  △788,046  ―

計  19,851,189  22,176,364  348,842  42,376,396  △788,046  41,588,350

営業利益  972,360  874,108  11,826  1,858,296  △465,577  1,392,718

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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