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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 62,381 △6.6 2,119 △4.6 2,252 △3.9 1,051 △10.3

21年3月期第3四半期 66,839 ― 2,223 ― 2,345 ― 1,173 ―

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3四半期 106.40 ―

21年3月期第3四半期 118.34 ―

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3四半期 28,483 20,812 73.1 2,108.66
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3四半期  20,812百万円 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  

平成22年３月期期末配当予想25円00銭には、記念配当５円00銭が含まれております。 

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）

25.00 45.00

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 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、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、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11月10日に公表しました通期の連結業績予想について、変更はありません。 
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3四半期 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3四半期  129,834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3四半期  9,883,945株 21年3月期第3四半期  9,914,095株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、生産や輸出の増加などで持ち直しに転じたものの、円高や

デフレ基調が企業収益の圧迫要因となることが懸念され、景気の先行きに不透明感が広がりました。 

当社グループを取巻く中食業界におきましても、雇用・所得環境の低迷により、消費者の生活防衛意識は依然と

して高く、企業間では顧客獲得のための低価格競争が一層強まっており、引続き厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境の中において、当社グループは、創業40周年にあたる当事業年度を「全ての見直し」の年度

として、製造から販売に至るまで業務の見直しを行い、商品力の強化、コストの削減を図り、収益率の改善に注力

してまいりました。 

当社グループの当第３四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３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比べ6.6％減収の623億81百万円となりま

した。 

テナント事業においては、「創業40周年特別企画」を継続して毎月実施したことに加え、人気企画の「東西寿

司対決」や「九州うまいもん市」等の企画を実施し、販売促進を図りましたが、購買品数、購買金額の低下によ

り、売上高は伸び悩み、既存店舗の売上高は前年同期比90.5％と前年同期間を下回りました。 

大の商戦であるクリスマス、年末商戦においても、チキン製品の販売不振、他店との競合や天候不良等によ

り苦戦を強いられ、売上高は伸び悩みました。 

これらによりテナント事業全体の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比べ6.6%減収の300億10百万円となり

ました。 

外販事業においては、９月より投入を開始した「オテゴロ弁当398円シリーズ」の納品が好調に推移する一方

で、定番の弁当納品は伸び悩みました。弁当の低価格化が進む反面、シンプルで品質の高い、ボリューム感のあ

る高付加価値丼として11月より投入した「プレミアム丼」シリーズは堅調に推移しました。 

おにぎりにおいては夏季に好評であった「おにぎり均一価格セール」を再度実施し、これによりセール期間の

納品の増加は図れたものの、セール期間以外では伸び悩みました。 

パスタにおいては，パスタブランド「rubetta（ルベッタ）」の納品開始から１周年を迎えたことで、パスタ製

品の全面リニューアルを行い、パスタ製品の強化を図りました。 

これらの企画や新製品の投入は好評を得ることができたものの、米飯全体の売上高を押し上げるまでには至ら

ず、外販事業全体の売上高は、前第３四半期連結累計期間と比べ6.6％減収の323億61百万円となりました。 

  

② 営業利益 

当第３四半期連結累計期間の営業利益は、前第３四半期連結累計期間と比べ4.6％減益の21億19百万円となりま

した。 

テナント事業においては、売上高の落ち込みによる売上総利益の減少が大きな要因となったこと、また労務費

が前年同期間を上回ったことなどにより、前第３四半期連結累計期間と比べ30.3％減益の14億96百万円となりま

した。 

外販事業においては、工場の製造アイテム数の削減や製品製造工程数の削減を推し進め、製造コストの低減や

生産効率の向上を図ってまいりました。 

これらの取組みにより労務費の低減が進んだこと、また光熱費も前年同期間と比べ値下がり傾向にあったこと

などから、製造原価率の低減が進み、前第３四半期連結累計期間と比べ84.3％増益の12億82百万円となりまし

た。 

  

③ 経常利益 

当第３四半期連結累計期間の経常利益は、上述の要因等により、前第３四半期連結累計期間と比べ3.9％減益の

22億52百万円となりました。 

  

④ 特別損失・四半期純利益 

当第３四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を４億12百万円特別損失として

計上しました。これにより、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間と比べ

10.3％減益の10億51百万円となりました。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、284億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億63百万円の

増加となりました。これは主に売掛金が８億37百万円増加した一方、有形固定資産が償却等により４億96百万円減

少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ６億30百万円減少し、76億70百万円となりました。これは主に買掛金が６億５

百万円増加した一方、短期借入金・長期借入金が３億74百万円、未払法人税等が７億23百万円、賞与引当金が３億

20百万円減少したこと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８億93百万円増加し、208億12百万円となりました。この主な要因は、四半期

純利益10億51百万円による増加と配当金の支払額３億95百万円による減少であります。 

これらにより当第３四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73.1％となりまし

た。 

  

（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。）の残高は、68億52百万円と

なり、前第３四半期連結会計期間末と比べ12億90百万円増加しました。 

  

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３四半期連結累計期間と比べ12億95百万円少ない13億54百万円となりま

した。 

この主な要因は、前第３四半期連結累計期間と比べ、税金等調整前四半期純利益が４億５百万円少なかったこと

や売上債権が３億85百万円、法人税等の支払額が２億83百万円多かっ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３四半期連結累計期間と比べ73百万円多い５億83百万円となりました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が前第３四半期連結累計期間と比べ50百万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３四半期連結累計期間と比べ34百万円多い８億36百万円となりました。 

この主な要因は、自己株式の取得が前第３四半期連結累計期間と比べ36百万円多かったことによるものでありま

す。 

  

平成22年３月期の通期連結業績予想について、平成21年11月10日に公表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。 

  

（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。 

  

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

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
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（表示方法の変更） 

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３四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３四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３四半期

連結会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ7,323千円、7,235千円であります。 

また、前第３四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３四

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３四半期連結会計期間に

含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ398,801千円、131,888千円であります。 

  

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四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３四半期

連結累計期間から「自己株式の取得による支出」に一括して表示しております。なお、当第３四半期連結累計

期間に含まれる「自己株式の純増減額」は346千円であります。 

  

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,353,170 6,319,389

売掛金 4,711,117 3,873,590

有価証券 499,819 599,745

商品及び製品 14,558 15,220

仕掛品 76,396 96,213

原材料及び貯蔵品 530,690 436,728

繰延税金資産 276,701 463,375

その他 400,221 211,819

流動資産合計 12,862,676 12,016,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,166,766 5,459,273

機械装置及び運搬具（純額） 2,059,067 2,204,068

土地 4,553,500 4,553,500

その他（純額） 358,896 418,290

有形固定資産合計 12,138,232 12,635,133

無形固定資産 256,651 246,503

投資その他の資産   

投資有価証券 1,688,710 1,775,859

繰延税金資産 507,919 520,894

長期預金 700,000 700,000

その他 337,428 333,644

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 3,225,608 3,321,949

固定資産合計 15,620,492 16,203,585

資産合計 28,483,168 28,219,669
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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12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,130,442 2,524,767

1年内返済予定の長期借入金 319,500 499,200

未払法人税等 － 723,300

賞与引当金 533,100 854,000

その他 2,934,388 2,790,311

流動負債合計 6,917,431 7,391,578

固定負債   

長期借入金 － 194,700

退職給付引当金 533,402 460,783

負ののれん 40,741 53,384

長期未払金 131,531 148,327

その他 47,232 51,806

固定負債合計 752,906 909,001

負債合計 7,670,338 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 17,029,515 16,373,386

自己株式 △381,894 △312,815

株主資本合計 20,824,220 20,237,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,389 △318,081

評価・換算差額等合計 △11,389 △318,081

純資産合計 20,812,830 19,919,089

負債純資産合計 28,483,168 28,219,669
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 66,839,031 62,381,599

売上原価 58,211,901 53,951,578

売上総利益 8,627,129 8,430,020

販売費及び一般管理費 6,403,432 6,310,807

営業利益 2,223,697 2,119,213

営業外収益   

受取利息 4,801 5,941

受取配当金 55,446 46,862

負ののれん償却額 12,643 12,643

不動産賃貸料 23,293 23,593

補助金収入 － 27,186

その他 45,724 32,235

営業外収益合計 141,910 148,463

営業外費用   

支払利息 10,955 5,407

不動産賃貸原価 7,876 7,733

その他 1,710 1,704

営業外費用合計 20,542 14,844

経常利益 2,345,064 2,252,832

特別利益   

前期損益修正益 6,728 －

固定資産売却益 1,095 134

補助金収入 35,100 －

特別利益合計 42,924 134

特別損失   

固定資産売却損 610 586

固定資産除却損 30,760 28,576

減損損失 14,001 13,024

災害による損失 － 2,902

投資有価証券評価損 149,075 412,045

会員権評価損 － 7,600

特別損失合計 194,447 464,735

税金等調整前四半期純利益 2,193,540 1,788,230

法人税、住民税及び事業税 930,494 555,665

法人税等調整額 89,817 180,875

法人税等合計 1,020,312 736,540

四半期純利益 1,173,228 1,051,690
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 2,193,540 1,788,230

減価償却費 1,038,565 949,288

減損損失 14,001 13,024

負ののれん償却額 △12,643 △12,643

賞与引当金の増減額（△は減少） △250,500 △320,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △710 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,211 72,618

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 △60,248 △52,804

支払利息 10,955 5,407

固定資産売却損益（△は益） △484 451

固定資産除却損 20,766 18,696

投資有価証券評価損益（△は益） 149,075 412,045

会員権評価損 － 7,600

売上債権の増減額（△は増加） △468,877 △854,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,609 △73,483

未収入金の増減額（△は増加） 20,473 △57,660

仕入債務の増減額（△は減少） 404,810 605,675

その他の流動資産の増減額（△は増加） △114,115 △37,105

その他の固定資産の増減額（△は増加） 47,214 △5,662

未払費用の増減額（△は減少） 195,533 209,162

未払消費税等の増減額（△は減少） 329,678 △77,953

その他の流動負債の増減額（△は減少） 174,191 81,993

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,945 △4,574

小計 3,659,884 2,650,019

利息及び配当金の受取額 59,208 51,078

利息の支払額 △10,830 △5,284

法人税等の支払額 △1,058,353 △1,341,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,649,909 1,354,131

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 △488,420 △539,169

有形固定資産の売却による収入 3,331 2,601

投資有価証券の取得による支出 △3,608 －

長期貸付金の回収による収入 2,975 275

投資その他の資産の増減額（△は増加） △24,521 △47,053

投資活動によるキャッシュ・フロー △510,245 △583,346
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △374,400 △374,400

自己株式の取得による支出 △32,761 △69,079

自己株式の純増減額（△は増加） △720 －

配当金の支払額 △394,439 △393,451

財務活動によるキャッシュ・フロー △802,321 △836,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,337,342 △66,145

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 5,562,670 6,852,990
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間  

  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３四半期連結累計期間の営業利益が、テナント事業

で72千円減少し、外販事業で10,651千円、炊飯事業で404千円それぞれ増加しております。 

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

 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  32,146,278  34,666,706  26,046  66,839,031  ―  66,839,031

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 ―  635,184  630,837  1,266,021  △1,266,021  ―

計  32,146,278  35,301,890  656,883  68,105,052  △1,266,021  66,839,031

営業利益  2,148,829  695,960  43,325  2,888,115  △664,418  2,223,697

  
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  30,010,391  32,361,413  9,794  62,381,599  ―  62,381,599

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 ―  646,046  502,357  1,148,403  △1,148,403  ―

計  30,010,391  33,007,459  512,151  63,530,002  △1,148,403  62,381,599

営業利益  1,496,245  1,282,861  15,382  2,794,488  △675,275  2,119,213

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〕

（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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