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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10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3四半期 23,273 ― 814 ― 913 ― 351 ―
21年1月期第3四半期 23,956 △3.0 606 56.2 697 37.1 272 55.6

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3四半期 51.58 ―
21年1月期第3四半期 39.62 ―

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3四半期 12,743 6,635 52.1 973.44
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3四半期  6,635百万円 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
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およ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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,816,262株 21年1月期第3四半期 6,872,053株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界主要各国の需要喚起経済対策が好影響をもたらし、引き続

き水面下ながら内外需とも大底からのV字回復を果たしました。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、一般産業界の設備、人員過剰感が依然強

く、雇用状況の改善、所得の上昇につながっていないことから、むしろこれから環境が厳しさを増す状況にありま

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３四半期連結累計期間の売上高は232億73百万円、営業利益は８億14百万円、経常利益は９億13百

万円、四半期純利益は３億51百万円となりました。 

  

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３四半期連結累計期間中の店舗開閉店状況は不採算の小規模店舗の閉鎖を鋭意進めた一方、大型店舗の開店が

翌四半期以降にずれ込んだ結果、開店４店、閉店13店の実績となり、その結果当第３四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131店、惣菜小売店舗25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、販売促進策として食肉では特売の多用、惣菜では１グラム1円販売の業態開発を行いました。その

結果売上高は154億14百万円、営業利益は９億20百万円となりました。 

  

「食肉等の製造・加工業」 

 拡販の奏功並びに当第３四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45

億17百万円、営業利益は２億９百万円と好調を持続しました。 

  

「外食業」 

 当第３四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３四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33億41百万円に留まり、また２億13百万円ののれん償却を実施した結果営業損

失は33百万円となりました。 

   

(資産、負債、純資産の状況) 

 当第３四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、諸税金

の支払いスケジュール、賞与引当金の引当スケジュール等季節的要因を除けば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、利益の積み上がりにより現預金が増加し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52.1％と対前期末比1.2ポイントの上昇となりました。 

  

    流動資産                   71億66百万円(対前連結会計年度末＋5.5％)         

  固定資産            55億77百万円(同△4.2％) 

  総資産          127億43百万円(同＋1.0％) 

    流動負債          46億42百万円(同△7.8％) 

  固定負債          14億66百万円(同＋25.4％) 

  純資産           66億35百万円(同＋3.5％) 

  負債・純資産合計     127億43百万円(同＋1.0％) 

  

(キャッシュフローの状況) 

 当第３四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

２億１百万円増加し、30億38百万円となりました。 

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。 

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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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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９億90百万円となりました。これは法人税等

の支払額６億55百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益８億13百万円、有形・無形固定資産償却額が４億

95百万円あったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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７億26百万円となりました。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３四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は61百万円となりました。これは、長期性借入

金の純増額で３億93百万円の収入があったものの、短期借入金の純減額で３億19百万円、配当金の支払いで１億36百

万円の支出があったこと等によるものです。 

   

当第３四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３四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

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成22年１月期　第３四半期決算短信

- 4 -



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３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 3,938,457 3,436,964

受取手形及び売掛金 892,473 1,008,763

テナント未収入金 1,201,500 1,270,080

商品及び製品 497,197 550,155

仕掛品 9,424 9,563

原材料及び貯蔵品 181,917 169,220

繰延税金資産 177,567 121,273

未収入金 175,884 140,686

その他 129,529 135,151

貸倒引当金 △37,511 △49,506

流動資産合計 7,166,440 6,792,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,927,761 3,952,136

減価償却累計額 △2,196,246 △2,129,575

建物及び構築物（純額） 1,731,514 1,822,560

機械装置及び運搬具 1,848,668 1,816,495

減価償却累計額 △1,558,225 △1,506,623

機械装置及び運搬具（純額） 290,442 309,872

土地 806,772 806,772

リース資産 5,544 －

減価償却累計額 △665 －

リース資産（純額） 4,879 －

その他 807,001 763,852

減価償却累計額 △619,006 △591,823

その他（純額） 187,994 172,028

減損損失累計額 △441,180 △410,346

有形固定資産合計 2,580,422 2,700,888

無形固定資産   

のれん 702,592 923,734

その他 58,113 36,736

無形固定資産合計 760,706 960,471

投資その他の資産   

投資有価証券 132,740 135,451

長期前払費用 164,489 93,671

敷金及び保証金 1,328,051 1,364,053

繰延税金資産 319,078 359,432

投資不動産 213,635 214,217

その他 123,743 43,175

貸倒引当金 △45,644 △51,939

投資その他の資産合計 2,236,095 2,158,061

固定資産合計 5,577,224 5,819,421

資産合計 12,743,664 12,611,774
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 2,172,971 2,195,207

短期借入金 676,000 995,000

1年内返済予定の長期借入金 305,444 235,780

1年内償還予定の社債 34,000 34,000

未払金及び未払費用 771,301 818,176

未払法人税等 210,620 385,132

賞与引当金 264,971 106,503

その他 206,914 263,180

流動負債合計 4,642,223 5,032,980

固定負債   

社債 － 34,000

長期借入金 992,144 634,270

退職給付引当金 237,416 241,584

役員退職慰労引当金 81,451 77,384

その他 155,224 181,617

固定負債合計 1,466,236 1,168,856

負債合計 6,108,459 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 5,580,608 5,365,343

自己株式 △476,036 △476,036

株主資本合計 6,635,272 6,420,007

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △10,070

評価・換算差額等合計 △66 △10,070

純資産合計 6,635,205 6,409,936

負債純資産合計 12,743,664 12,611,774
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 23,273,698

売上原価 14,895,926

売上総利益 8,377,772

販売費及び一般管理費 7,563,462

営業利益 814,309

営業外収益  

受取利息 3,331

受取配当金 909

受取賃貸料 28,385

協賛金収入 40,452

その他 61,587

営業外収益合計 134,665

営業外費用  

支払利息 20,322

持分法による投資損失 12,977

その他 1,860

営業外費用合計 35,160

経常利益 913,814

特別利益  

貸倒引当金戻入額 17,264

保険解約返戻金 6,278

関係会社株式売却益 15,000

その他 8,410

特別利益合計 46,953

特別損失  

固定資産除却損 16,689

投資有価証券評価損 17,248

減損損失 81,232

店舗閉鎖損失 9,481

過年度役員退職慰労引当金繰入額 6,377

その他 16,434

特別損失合計 147,462

税金等調整前四半期純利益 813,304

法人税、住民税及び事業税 484,464

法人税等調整額 △22,749

法人税等合計 461,715

四半期純利益 351,589
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10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 813,304

減価償却費 274,775

減損損失 81,232

のれん償却額 221,142

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,289

受取利息及び受取配当金 △4,240

支払利息 20,322

持分法による投資損益（△は益） 12,977

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,167

賞与引当金の増減額（△は減少） 158,467

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,066

有形固定資産除却損 16,689

その他の特別損益（△は益） △10,741

有価証券評価損益（△は益） 17,248

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △15,000

売上債権の増減額（△は増加） 184,868

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,400

仕入債務の増減額（△は減少） △21,162

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,954

その他の流動負債の増減額（△は減少） △90,934

小計 1,662,003

利息及び配当金の受取額 4,240

利息の支払額 △20,322

法人税等の支払額 △655,866

営業活動によるキャッシュ・フロー 990,056

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 △211,740

無形固定資産の取得による支出 △28,025

投資有価証券の取得による支出 △2,595

投資有価証券の売却による収入 15,000

保険積立金の解約による収入 15,846

その他の支出 △298,653

その他の収入 83,572

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,596

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） △319,000

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 △221,362

社債の償還による支出 △34,000

配当金の支払額 △136,504

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201,493

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 3,038,457
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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３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10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３四半期連結累計期間における金額は237,949千円であります。 

   

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  15,414,721  4,517,846  3,341,130  23,273,698  －  23,273,698

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 45,229  330,955  10,809  386,994 (386,994)  －

計  15,459,950  4,848,802  3,351,940  23,660,692 (386,994)  23,273,698

営業費用  14,539,690  4,638,944  3,385,639  22,564,274 (104,885)  22,459,389

営業利益  920,260  209,857  △33,699  1,096,418 (282,109)  814,309

〔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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年２月１日～10月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  23,956,869

Ⅱ 売上原価  15,611,933

売上総利益  8,344,936

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,738,441

営業利益  606,494

Ⅳ 営業外収益  139,295

Ⅴ 営業外費用  48,143

経常利益  697,646

Ⅵ 特別利益  61,288

Ⅶ 特別損失  66,844

税金等調整前四半期純利益  692,090

法人税、住民税及び事業税   385,080

法人税等調整額  34,766

四半期純利益  272,243
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