
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

  

      

平成22年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月６日

上場会社名 株式会社京樽 上場取引所 ＪＱ 

コード番号 8187 ＵＲＬ http://www.kyotaru.co.jp 

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）山下 昌三 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長（氏名）河江 泰平 （ＴＥＬ） 03（5847）2311 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日    － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  12,622  △7.5  △30  －  11  －  △14  －

21年12月期第２四半期  13,641  －  △301  －  △270  －  △211  －

  
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12月期第２四半期  △210  07 － 

21年12月期第２四半期  △3,018  26 － 

  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12月期第２四半期  12,143  5,451  44.9  77,880  21

21年12月期  12,859  5,457  42.4  77,964  52

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 5,451百万円 21年12月期 5,457百万円

  
年間配当金 

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12月期 － 0 00 － 0 00  0  00

22年12月期 － 0 00

22年12月期（予想） － 0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  25,500  △5.7  150  －  210  －  50  －  714  29

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としていま

す。従って、実際の業績等は概況の変化等により異なる結果となる場合があります。 

  

（１) 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・ 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 70,000株 21年12月期 70,000株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ －株 21年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 70,000株 21年12月期２Ｑ 70,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）の外食業界においては、一部の企

業に回復基調が見られますが、雇用情勢の悪化や、節約志向の高まりによる個人消費の低迷等、依然として厳し

い状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、“売上は減少しても利益を確保する体質を作り上げる”を経営課題に

掲げ、事業構造の改革による利益体質への転換を進めております。その実現に向け、エリア・マネジャー教育の

充実、営業支援室による店舗指導の強化等を行い、店舗運営力の向上をはかりました。また、売上に応じた労働

時間の管理、商材単価の低減、業務の集約や見直し等を行い、コスト削減に取り組みました。 

 既存店売上高は、商品の価格改定による政策的な客単価の引き下げに加え、景気低迷により客数が減少したこ

とから、前年同期比7.9％減となりました。 

 店舗数は、５店を出店し８店を退店した結果、当第２四半期連結会計期間末における総店舗数は391店（前年同

期末比９店減）となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は12,622百万円（前年同期比7.5％

減、1,018百万円減）、営業損失は30百万円（前年同期は営業損失301百万円）、経常利益は11百万円（前年同期

は経常損失270百万円）、四半期純損失は14百万円（前年同期は四半期純損失211百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①テイクアウト事業 

 上方鮨を販売商品の主力に展開している「京樽」においては、長崎産生アジ、三陸産炙り真イカ等旬の食材を

用いた季節フェアに加え、QSC（品質・サービス・清潔さ）、特に接客サービスの向上に取り組みました。 

 既存店売上高は、徐々に回復しつつあるものの、前年同期比7.5％減となりました。 

 店舗数は、「京樽」等３店を出店し、不採算等の理由により７店を退店した結果、262店（前年同期末比10店

減）となりました。 

 これらにより、売上高は6,779百万円（前年同期比9.1％減、681百万円減）、営業利益は381百万円（同23.3％

増、72百万円増）となりました。 

②イートイン事業 

 各業態の特徴に合わせ、“春のエビ祭り”“元気もりもりスタミナすし”等と題してフェアを実施しました。

美味しさを訴求し，差別化をはかるため、日高産生タコ、富山産白エビ、用宗産生しらす等、季節感の演出と産

地にこだわって展開しました。 

 既存店売上高は、客数に回復傾向が見られるものの、価格政策等により客単価が減少したことで、前年同期比

8.9％減となりました。 

 店舗数は、「すし三崎丸」１店、「海鮮三崎港」１店を出店し、不採算により１店を退店した結果、101店（前

年同期末比増減無し）となりました。 

 これらにより、売上高は4,818百万円（前年同期比4.3％減、214百万円減）、営業利益は231百万円（同75.6％

増、99百万円増）となりました。 

③その他の事業 

 外商事業の主力となる弁当部門においては、競合他社との価格競争に対抗すべく、低価格弁当の開発等を行い

ました。しかしながら、大口需要の減少により、外商事業は売上高前年同期比17.1％減となりました。一方、子

会社の㈱新杵は、売上高前年同期比2.5％増となりました。 

 店舗数は、出店・退店が無く、28店（前年同期末比１店増）となりました。 

 これらにより、売上高は1,034百万円（前年同期比10.9％減、126百万円減）、営業利益は88百万円（同40.0％

増、25百万円増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、12,143百万円（前期末比716百万円減少）となりまし

た。これは、主として売掛金、たな卸資産、有形固定資産の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、6,691百万円（前期末比710百万円減少）となりまし

た。これは、主として買掛金、未払金、長期未払金の減少によるものであります。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、5,451百万円（前期末比５百万円減少）となりまし

た。これは、主として利益剰余金の減少によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前期末に比べ785百万円増加し、

2,006百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益34百

万円、減価償却費191百万円の計上、売上債権の減少613百万円、未払費用の増加66百万円、仕入債務の減少274

百万円及び法人税等の支払額76百万円等により233百万円の収入(前年同期は44百万円の支出)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入350百

万円、敷金及び保証金の回収による収入83百万円、事業譲渡による収入439百万円及び有形固定資産の取得によ

る支出129百万円等により660百万円の収入(前年同期は25百万円の支出)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金94百万円の純増

加、長期借入金の返済による支出20百万円及び長期未払金の返済による支出170百万円等があったことにより

109百万円の支出(前年同期は135百万円の支出)となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月19日に公表したものから現在のところ変更ありませ

ん。   

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、前連結会計年度において２期連続の営業損失を計上し、また、営業活動によるキャッシュ・フローもマ

イナスとなりました。当該状況により、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象が存在しております。ただし、平成22年２月19日に公表いたしました平成21年12月期決算短信の「会社の

対処すべき課題」に記載のとおり、当該事象又は状況を解消し、改善するための具体的な対応策をとっていること

から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,069,410 1,634,285

売掛金 1,032,565 1,646,090

商品及び製品 10,568 44,044

原材料及び貯蔵品 277,353 444,917

その他 200,979 154,497

流動資産合計 3,590,878 3,923,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,749,864 2,035,033

土地 2,132,262 2,437,331

その他（純額） 423,772 434,477

有形固定資産合計 4,305,899 4,906,842

無形固定資産 71,003 69,184

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,907,807 1,904,305

投資不動産（純額） 1,815,379 1,646,985

その他 539,798 496,729

貸倒引当金 △87,435 △88,274

投資その他の資産合計 4,175,551 3,959,745

固定資産合計 8,552,453 8,935,772

資産合計 12,143,332 12,859,607

負債の部   

流動負債   

買掛金 654,351 929,037

短期借入金 982,000 888,000

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

1年内期限到来予定のその他の固定負債 187,602 172,983

未払費用 1,143,246 1,077,189

賞与引当金 132,380 162,698

その他 729,323 1,033,533

流動負債合計 3,868,904 4,303,442

固定負債   

長期借入金 120,000 140,000

長期未払金 1,127,091 1,315,699

退職給付引当金 1,335,967 1,403,558

その他 239,753 239,390

固定負債合計 2,822,812 3,098,648

負債合計 6,691,717 7,402,091
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,425,000 3,425,000

資本剰余金 703,000 703,000

利益剰余金 1,324,518 1,339,223

株主資本合計 5,452,518 5,467,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △904 △9,707

評価・換算差額等合計 △904 △9,707

純資産合計 5,451,614 5,457,516

負債純資産合計 12,143,332 12,859,607
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 13,641,016 12,622,519

売上原価 5,012,773 4,395,725

売上総利益 8,628,243 8,226,794

販売費及び一般管理費 8,929,919 8,257,650

営業損失（△） △301,675 △30,855

営業外収益   

受取利息 3,790 1,881

賃貸収入 123,769 134,966

その他 28,451 21,881

営業外収益合計 156,011 158,729

営業外費用   

支払利息 11,038 10,766

賃貸費用 95,341 93,849

その他 18,495 11,542

営業外費用合計 124,875 116,158

経常利益又は経常損失（△） △270,539 11,714

特別利益   

固定資産売却益 5,000 100

事業譲渡益 － 4,587

保証金等返還益 124,980 41,873

撤去費用戻入額 － 29,280

その他 6,753 6,234

特別利益合計 136,734 82,075

特別損失   

固定資産除却損 13,975 7,331

減損損失 8,885 37,510

割増退職金 － 11,897

その他 700 2,425

特別損失合計 23,561 59,165

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△157,366 34,625

法人税等合計 53,911 49,330

四半期純損失（△） △211,278 △14,704
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,845,094 6,345,647

売上原価 2,486,923 2,212,303

売上総利益 4,358,170 4,133,343

販売費及び一般管理費 4,389,886 4,101,376

営業利益又は営業損失（△） △31,715 31,967

営業外収益   

受取利息 1,874 713

賃貸収入 53,806 69,387

その他 11,631 9,055

営業外収益合計 67,312 79,156

営業外費用   

支払利息 5,507 5,415

賃貸費用 46,583 45,058

その他 5,566 6,643

営業外費用合計 57,658 57,116

経常利益又は経常損失（△） △22,061 54,007

特別利益   

固定資産売却益 － 100

事業譲渡益 － 4,587

保証金等返還益 41,988 25,047

撤去費用戻入額 － 23,280

その他 2,206 417

特別利益合計 44,195 53,432

特別損失   

固定資産除却損 5,517 4,555

減損損失 8,885 37,510

割増退職金 － 11,897

その他 － 263

特別損失合計 14,403 54,226

税金等調整前四半期純利益 7,730 53,213

法人税等合計 26,138 24,010

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,407 29,202
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△157,366 34,625

減価償却費 291,039 191,627

減損損失 8,885 37,510

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,051 △30,318

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△208,902 △67,590

受取利息及び受取配当金 △11,742 △8,665

支払利息 11,038 10,766

賃貸収入 △123,769 △134,966

賃貸費用 95,341 93,849

固定資産除却損 13,975 7,331

保証金等返還益 △124,980 △41,873

売上債権の増減額（△は増加） 681,924 613,525

たな卸資産の増減額（△は増加） 226,595 159,542

仕入債務の増減額（△は減少） △471,150 △274,685

未払費用の増減額（△は減少） 196,033 66,057

その他 △380,542 △389,497

小計 18,327 267,239

利息及び配当金の受取額 10,678 8,322

利息の支払額 △11,613 △11,787

賃貸による収入 127,508 140,403

賃貸による支出 △89,797 △93,697

法人税等の支払額 △100,052 △76,589

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,949 233,889

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 － △40,024

定期預金の払戻による収入 350,000 350,000

有形固定資産の取得による支出 △525,959 △129,327

有形固定資産の売却による収入 5,000 －

無形固定資産の取得による支出 △6,590 △11,968

事業譲渡による収入 － 439,796

敷金及び保証金の差入による支出 △74,699 △31,858

敷金及び保証金の回収による収入 240,117 83,977

その他 △13,638 △310

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,770 660,285

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） 299,000 94,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △500,000 △20,000

長期未払金の返済による支出 △126,624 △170,104

リース債務の返済による支出 △7,051 △12,385

配当金の支払額 △942 △584

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,619 △109,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,338 785,100

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,953 1,221,578

現金及び現金同等物の四半期末残高 870,615 2,006,678
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

 〔所在地別セグメント情報〕  

前第２四半期連結会計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６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。  

  

 当第２四半期連結会計期間(自平成22年４月１日 至平成22年６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２四半期連結会計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

  

 当第２四半期連結会計期間(自平成22年４月１日 至平成22年６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

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  3,637,529  2,640,450  567,114  6,845,094  －  6,845,094

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  7,148  7,148  △7,148  －

計  3,637,529  2,640,450  574,262  6,852,242  △7,148  6,845,094

営業利益又は営業損失（△）  169,635  143,518  36,557  349,711  △381,427  △31,715

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  3,331,559  2,482,524  531,564  6,345,647  －  6,345,647

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  4,776  4,776  △4,776  －

計  3,331,559  2,482,524  536,341  6,350,424  △4,776  6,345,647

営業利益  184,153  157,520  49,882  391,556  △359,588  31,967
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 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

 〔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21年１月１日 至平成21年６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。  

  

 当第２四半期連結累計期間(自平成22年１月１日 至平成22年６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21年１月１日 至平成21年６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。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自平成22年１月１日 至平成22年６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。 

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  7,460,669  5,033,104  1,147,243  13,641,016  －  13,641,016

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  13,650  13,650  △13,650  －

計  7,460,669  5,033,104  1,160,893  13,654,666  △13,650  13,641,016

営業利益又は営業損失（△）  309,590  131,869  63,272  504,732  △806,408  △301,675

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
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  6,779,466  4,818,508  1,024,543  12,622,519  －  12,622,519

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  10,107  10,107  △10,107  －

計  6,779,466  4,818,508  1,034,651  12,632,626  △10,107  12,622,519

営業利益又は営業損失（△）  381,688  231,548  88,601  701,838  △732,694  △30,855
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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

（７）企業結合等関係

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年６月30日） 

 事業分離  

当社は、平成22年３月30日開催の取締役会において、株式会社ミート・コンパニオンに当社の食品製造・加工事業

の一部を譲渡することについて決議を行い、平成22年３月31日付けで事業譲渡契約を締結し、平成22年５月10日に

同事業を分離いたしました。 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分

離の概要 

(1）分離先企業の名称 

株式会社ミート・コンパニオン 

(2）分離した事業の内容 

当社が福島県福島市佐倉下字金沢10-２に有していた工場（以下、福島工場）のたな卸資産、固定資産及び食

品製造・加工事業の一部 

(3）事業分離を行った主な理由 

当社が有していた福島工場のたな卸資産、固定資産及び食品製造・加工事業の一部を譲渡することにより、

固定費の変動費化等、経営効率の改善につながると判断いたしました。 

(4）事業分離日 

平成22年５月10日 

(5）法的形式を含む事業分離の概要 

 受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 
  

２．実施した会計処理の概要 

(1）移転損益の金額 

  事業譲渡益 4,587千円 

(2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

３．分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

   テイクアウト事業、イートイン事業、その他の事業 

４．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

  工場製造品のほとんどが自社向け製品・半製品のため、個別事業損益は存在しません。  

   

  

固定資産 393,712千円

たな卸資産 41,496千円

資産合計 435,208千円
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