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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 21,550 △4.5 △452 ― △432 ― △1,161 ―

21年3月期第2四半期 22,568 ― 193 ― 283 ― △349 ―

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 △51.78 ―

21年3月期第2四半期 △15.57 ―

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 40,062 18,618 45.5 813.31
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2四半期  18,233百万円 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

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 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 42,543 △5.5 △812 ― △835 ― △1,766 ― △78.74



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2四半期 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2四半期  192,090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2四半期 22,420,638株 21年3月期第2四半期 22,429,175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2四半期累計期間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において、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。

　外食産業を取り巻く環境は、雇用・所得環境への不安等により個人消費の減少が依然として続いており、顧客獲得

に向けた企業間競争は激化、厳しい経営環境に直面しています。

　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3店舗（前年同四半期15店舗）新規出店を行い、それに対し24店舗

（前年同四半期14店舗）退店致しました。これにより当第2四半期連結会計期間末における店舗数は41都道府県に558

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580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、原材料価格の下落による原材料費率の改善や新規出店

抑制による開店経費の減少等費用の節減に努めましたが売上減少による固定費率の上昇から減益となりました。

　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。

　不動産賃貸事業におきましては、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㈱においては新型インフルエンザの影響（学級閉鎖等）による乗客数の減少で、

減収となりました。また当第1四半期会計期間において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3四半期会計期間から新しいセグメントとして加わっており、当第2四半期会

計期間において連結子会社大阪木津市場㈱は連結子会社大阪木津魚市場㈱を吸収合併しております。業績は売上高10

億79百万円となりました。

　この結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は売上高215億50百万円（前年同期比4.51％減）となりました。

　売上原価につきましては、原価率が60.85％（前年同期は57.57％）と3.28ポイントの増加となりました。これは主

に前年同期には含まれていない大阪木津市場㈱の水産物卸売事業が原価率の高いビジネスモデルであり、原価率の上

昇を招いた結果になりました。

　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41.25％（前年同期は41.57％）と0.32ポイント

の減少となりました。特別損失につきましては減損損失8億32百万円等により10億円を計上しております。

　以上の結果、営業損失4億52百万円（前年同期は営業利益1億93百万円）、経常損失4億32百万円（前年同期は経常利

益2億83百万円）、四半期純損失11億61百万円（前年同期は四半期純損失3億49百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第2四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18億57百万円減少し、400億62百万円とな

りました。

　また、当第2四半期連結会計期間末の純資産は186億18百万円となり、四半期純損失11億61百万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末に比べて13億93百万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45.51％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第2四半期累計期間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4億84百万

円減少し、35億90百万円となりました。

　当第2四半期累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1億58百万円の獲得（前

年同四半期は8億5百万円の獲得）、投資活動によるキャッシュ・フローが8億17百万円の支出（前年同四半期は11億61

百万円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローが1億75百万円の収入（前年同四半期は4億86百万円の収入）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10億78百万円、減価償却費7億4百万円、減損損失8億32百万円を計上いたしました。ま

た売上債権が96百万円減少し、仕入債務が1億1百万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
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る支出を9億56百万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）

　短期借入れによる収入5億20百万円及び短期借入金の返済による支出3億80百万円、長期借入れによる収入21億円及

び長期借入金の返済による支出18億54百万円と配当金の支払額1億57百万円等を反映したものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成21年9月15日にお知らせいたしました通り、平成22年3月期の業績は、売上高425億43百万円、営業損失8億12百

万円、経常損失8億35百万円、当期純損失17億66百万円の見通しであり、平成21年5月14日に公表しました通期の連結

業績予想を修正しています。　

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　

（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。
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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 3,590,807 4,095,150

預け金 1,027,995 1,192,184

売掛金 1,170,410 1,126,833

商品及び製品 111,966 84,666

原材料及び貯蔵品 227,439 236,902

短期貸付金 820 3,044

繰延税金資産 12,370 11,893

その他 800,631 835,811

貸倒引当金 △16,797 △52,426

流動資産合計 6,925,645 7,534,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,661,754 25,262,850

減価償却累計額 △16,887,603 △16,768,282

建物及び構築物（純額） 7,774,151 8,494,567

機械装置及び運搬具 2,393,627 2,129,862

減価償却累計額 △1,833,823 △1,761,572

機械装置及び運搬具（純額） 559,804 368,289

工具、器具及び備品 1,574,603 1,528,835

減価償却累計額 △1,151,524 △1,082,342

工具、器具及び備品（純額） 423,078 446,492

土地 8,519,261 8,701,888

建設仮勘定 4,790 68,325

有形固定資産合計 17,281,086 18,079,564

無形固定資産   

のれん 1,150,098 1,297,980

その他 295,203 105,223

無形固定資産合計 1,445,301 1,403,204

投資その他の資産   

投資有価証券 3,543,902 3,567,926

長期貸付金 164,106 165,844

差入保証金 10,548,043 10,845,949

繰延税金資産 88,044 174,650

その他 146,476 226,973

貸倒引当金 △80,300 △78,715

投資その他の資産合計 14,410,273 14,902,629

固定資産合計 33,136,661 34,385,397

資産合計 40,062,306 41,919,458

2009/11/06 18:15:10
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,007,179 1,108,999

短期借入金 140,000 －

1年内返済予定の長期借入金 3,236,626 3,207,620

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 132,474 385,134

1年内返済予定の長期未払金 173,879 257,329

未払費用 2,086,445 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 140,718 59,458

未払消費税等 131,953 71,300

その他 109,134 119,200

流動負債合計 7,294,044 7,545,551

固定負債   

社債 1,350,000 1,400,000

長期借入金 10,130,861 9,914,156

長期未払金 214,221 298,130

繰延税金負債 1,702,707 1,698,692

退職給付引当金 301,036 539,201

長期リース資産減損勘定 33,738 51,555

役員退職慰労引当金 3,270 88,699

その他 414,154 371,374

固定負債合計 14,149,989 14,361,811

負債合計 21,444,033 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 5,742,365 7,037,921

自己株式 △162,385 △159,668

株主資本合計 18,184,960 19,483,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,120 25,651

評価・換算差額等合計 48,120 25,651

少数株主持分 385,192 503,209

純資産合計 18,618,273 20,012,095

負債純資産合計 40,062,306 41,919,458

2009/11/06 18:15:10
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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 22,568,007 21,550,445

売上原価 12,992,858 13,114,369

売上総利益 9,575,149 8,436,075

販売費及び一般管理費 9,381,700 8,888,529

営業利益又は営業損失（△） 193,449 △452,454

営業外収益   

受取利息 6,227 4,974

受取配当金 2,369 2,300

仕入割引 59,296 53,925

賃貸料収入 57,355 56,764

持分法による投資利益 37,769 －

その他 68,153 90,981

営業外収益合計 231,172 208,947

営業外費用   

支払利息 93,283 113,694

長期前払費用償却 8,510 5,923

賃貸費用 35,179 32,390

持分法による投資損失 － 26,207

その他 4,060 10,465

営業外費用合計 141,034 188,681

経常利益又は経常損失（△） 283,587 △432,188

特別利益   

固定資産売却益 12,031 3,861

貸倒引当金戻入額 － 19,150

投資有価証券売却益 3,999 －

退店に伴う補償金 － 25,975

投資損失引当金戻入額 17,793 －

退職給付過去勤務債務償却 － 255,903

持分変動利益 － 38,524

その他 3,914 11,228

特別利益合計 37,739 354,642

特別損失   

固定資産除却損 92,213 146,138

貸倒引当金繰入額 239 －

減損損失 392,588 832,771

投資有価証券評価損 － 6,300

社葬費用 20,134 －

その他 2,734 15,361

特別損失合計 507,911 1,000,571

税金等調整前四半期純損失（△） △186,584 △1,078,116

法人税、住民税及び事業税 271,257 74,914

法人税等調整額 △112,805 86,129

法人税等合計 158,451 161,043

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,198 △78,139

四半期純損失（△） △349,235 △1,161,021
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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損失（△） △186,584 △1,078,116

減価償却費 621,356 704,955

減損損失 392,588 832,771

長期前払費用償却額 26,350 24,450

のれん償却額 47,531 47,085

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,190 13,163

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,185 △238,165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,307 △4,680

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △1,146

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,720 △9,833

投資損失引当金の増減額（△は減少） △17,793 －

受取利息及び受取配当金 △8,597 △7,275

支払利息 93,283 113,694

投資有価証券売却損益（△は益） △3,999 －

投資有価証券評価損 － 6,300

有形固定資産除却損 11,055 23,888

有形固定資産売却損益（△は益） △12,031 △3,861

売上債権の増減額（△は増加） 313,593 96,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,608 △17,837

仕入債務の増減額（△は減少） △123,834 △101,820

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,125 86,711

持分法による投資損益（△は益） △19,769 44,207

持分変動損益（△は益） － △38,524

その他 △294,039 △322,761

小計 922,973 169,604

利息及び配当金の受取額 8,597 7,275

利息の支払額 △93,736 △111,062

法人税等の支払額 △32,163 －

法人税等の還付額 － 92,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 805,671 158,333
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △1,259,622 △956,230

無形固定資産の取得による支出 △3,033 △181,205

長期前払費用の取得による支出 △26,129 △19,872

有形固定資産の売却による収入 30,360 26,934

投資有価証券の売却による収入 4,000 －

子会社株式の取得による支出 △27,414 －

子会社株式の取得による収入 151,131 －

短期貸付けによる支出 － △60,300

短期貸付金の回収による収入 3,776 60,100

長期貸付けによる支出 △124,550 △1,880

長期貸付金の回収による収入 － 4,818

差入保証金の差入による支出 △218,879 △30,779

差入保証金の回収による収入 299,895 314,600

その他 8,531 5,930

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,161,934 △817,884

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 1,750,000 520,000

短期借入金の返済による支出 △1,600,000 △380,000

長期借入れによる収入 2,300,000 2,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,774,864 △1,854,289

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △134,705 △157,784

自己株式の売却による収入 988 －

自己株式の取得による支出 △5,133 △2,717

財務活動によるキャッシュ・フロー 486,284 175,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,021 △484,342

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 3,542,850 3,590,807
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　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）

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
17,123,313 4,371,213 537,843 255,285 280,352 22,568,007 － 22,568,007

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 53,004 － － － 53,004 (53,004) －

計 17,123,313 4,424,217 537,843 255,285 280,352 22,621,012 (53,004) 22,568,007

営業利益又は営業損失

（△）
439,685 △9,952 △33,942 19,138 13,872 428,801 (235,352) 193,449

　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）

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
15,583,689 3,652,851 269,684 243,730 1,079,967 720,521 21,550,445 － 21,550,445

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 33,621 3,140 － 748 10,966 48,477 (48,477) －

計 15,583,689 3,686,473 272,824 243,730 1,080,715 731,488 21,598,922 (48,477) 21,550,445

営業利益又は営業

損失（△）
118,169 △263,660 47,355 △45,600 △20,373 △49,867 △213,976 (238,477) △452,454

（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、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、第１四半期連結会計期間より「その他」に含めております。

－ 1 －



〔所在地別セグメント情報〕

　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。

〔海外売上高〕

　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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