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1.  平成23年1月期第2四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年7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 ％

23年1月期第2四半期 14,296 △8.8 77 △86.6 158 △75.5 47 △78.8
22年1月期第2四半期 15,677 ― 579 ― 646 ― 222 ―

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

23年1月期第2四半期 6.92 ―
22年1月期第2四半期 32.62 ―

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

23年1月期第2四半期 12,151 6,656 54.8 976.61
22年1月期 12,694 6,745 53.1 989.68

（参考） 自己資本   23年1月期第2四半期  6,656百万円 22年1月期  6,745百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年1月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年1月期 ― 0.00
23年1月期 

（予想）
― 20.00 20.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 29,000 △7.3 490 △60.2 600 △55.7 230 △50.3 33.74



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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等の変更」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レビュー手続きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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及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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年1月期2Q 7,335,634株 22年1月期  7,335,634株
② 期末自己株式数 23年1月期2Q  519,451株 22年1月期  519,372株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 6,816,236株 22年1月期2Q 6,816,262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における我が国経済は、輸出の緩やかな増加や緊急経済対策の効果などによる企業収

益の回復を背景に、若干持ち直しの傾向が見られるものの、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念やデフレの長

期化、さらには改善しない雇用情勢や低迷する個人消費などの影響により、依然として厳しい状況で推移しまし

た。 

 当社グループ中核事業の属する食品小売業界におきましても、かかる経済情勢を反映した消費者の生活防衛意識

の高まりから、節約志向・低価格志向は根強く、これを背景に企業間における価格競争は一層激しくなり、全国ス

ーパー既存店売上は20カ月連続前年を下回るという結果になっています。 

 このような中、当社グループは、中長期にわたる経営力の強化を目指し、主力である食肉及び惣菜小売部門にお

ける連結子会社の合併や物流センターの統合を実施することにより、コスト削減やシナジー効果の実現を期すとと

もに、不採算店の積極的閉鎖を実施するなど諸政策を実行いたしました。 

 しかしながら上記経済環境による影響は、食肉小売部門を中心に、外食部門や食肉等製造部門においても避けら

れず、その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は142億96百万円（前年同期比8.8％減）、営業利益は77百万

円（同86.6％減）、経常利益は１億58百万円（同75.5％減）、四半期純利益は47百万円（同78.8％減）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２四半期連結累計期間中の開店は9店、閉店は11店であり、その結果当第２四半期末の店舗数は150店になり

ました。内訳は食肉小売店舗120店舗（前期末比7店舗減）、惣菜小売店舗30店（同5店舗増）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、特に食肉小売部門での競合激化や客単価の下落の影響による既存店売

上の減少や不採算店閉鎖の結果、売上高は93億49百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は２億24百万円（同

65.3％減）となりました。 

  

「食肉等の製造・加工業」 

 当セグメントを取り巻く環境も上記記載の影響を受け、主力であるハム・ソーセージの受注減により、売上高は

27億75百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益は99百万円（同31.3％減）と減収減益となりました。 

  

「外食業」 

 当第２四半期連結累計期間中の開店は２店、閉店は１店であり、その結果当第２四半期末の店舗数は50店になり

ました。利用客の節約指向に対応して昨年より多くの店舗において、食べ放題メニューを追加するなどの営業施策

を継続実施しましたが、売上高は21億72百万円（前年同期比2.4％減）に留まり、また１億42百万円ののれん償却

を実施した結果、営業損失は56百万円（前年同期は20百万円の営業損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第２四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比は以下の通りであり、大きな変動は

ありません。 

 なお、自己資本比率は54.8％と前期末比1.6ポイントの上昇となりました。 

  

流動資産      69億87百万円（前期末比△4.6％） 

固定資産      51億64百万円（  同  △3.8％） 

総資産       121億51百万円（  同  △4.3％） 

流動負債      42億18百万円（  同  △5.8％） 

固定負債      12億76百万円（  同  △13.3％） 

純資産       66億56百万円（  同  △1.3％） 

負債・純資産合計  121億51百万円（  同  △4.3％） 

  

（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。）は、前連結会計年度末に比

べて５億89百万円減少し、32億89百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。 

  

（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いて営業活動の結果得られた資金は２億85百万円（前年同期は９億12百万円の獲

得）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が92百万円であり、法人税等の支払額が２億96百万円

あったものの、売上債権の減少１億81百万円、減価償却費及びのれん償却額がそれぞれ１億82百万円、１億55百万

円発生し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２四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４億88百万円（前年同期は６億47百万円の使

用）となりました。これは定期預金の純支出４億円及び有形固定資産の取得による支出が１億57百万円あったもの

の、閉店等に伴なう差入保証金の返還等その他収入１億33百万円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２四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３億86百万円（前年同期は２億23百万円の獲

得）となりました。これは借入金及び社債の純減額２億49百万円及び配当金の支払１億36百万円があったこと等に

よるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の一般経済情勢は上期同様厳しくかつ不透明な状況が続くものと予想され、消費の回復が期待されないこと

から、当面の間、当社グループを取り巻く環境も厳しいものと予想されます。このような状況の中、当社グループ

は今までに実行した施策、具体的には組織の再編や不採算店の整理をさらに加速し、一層の経営効率化を図るとと

もに、積極的な新店開発などに注力し、収益改善を進めてまいります。 

 平成23年1月期の通期業績予想につきましては、平成22年８月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載しました通りであり、連結売上高290億円、連結営業利益４億90百万円、連結経常利益６億円、連結当期純

利益２億30百万円を見込んでおります。 

 なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（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 

該当事項はありません。 

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７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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,089,502 4,278,928

受取手形及び売掛金 876,136 866,918

テナント未収入金 1,025,606 1,215,986

商品及び製品 491,808 471,110

仕掛品 10,216 6,522

原材料及び貯蔵品 178,510 167,600

繰延税金資産 96,234 90,546

未収入金 116,018 128,439

その他 128,109 136,459

貸倒引当金 △25,058 △37,029

流動資産合計 6,987,084 7,325,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,706,234 3,902,209

減価償却累計額 △2,154,896 △2,207,016

建物及び構築物（純額） 1,551,337 1,695,192

機械装置及び運搬具 1,889,087 1,867,582

減価償却累計額 △1,592,203 △1,570,314

機械装置及び運搬具（純額） 296,884 297,267

土地 770,505 770,505

その他 867,808 781,701

減価償却累計額 △617,438 △603,068

その他（純額） 250,370 178,633

減損損失累計額 △411,542 △507,140

有形固定資産合計 2,457,555 2,434,459

無形固定資産   

のれん 473,350 628,878

その他 69,214 53,189

無形固定資産合計 542,565 682,068

投資その他の資産   

投資有価証券 135,543 138,226

敷金及び保証金 1,221,487 1,319,470

繰延税金資産 390,617 339,346

投資不動産 217,855 217,855

減価償却累計額 △4,802 △4,414

投資不動産（純額） 213,053 213,441

その他 244,846 283,400

貸倒引当金 △41,024 △41,729

投資その他の資産合計 2,164,524 2,252,155

固定資産合計 5,164,645 5,368,683

資産合計 12,151,729 12,694,166

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成23年1月期　第2四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,972,956 1,965,719

短期借入金 670,000 737,000

1年内返済予定の長期借入金 313,083 319,390

1年内償還予定の社債 17,000 34,000

未払金 502,368 459,961

未払法人税等 118,879 314,531

賞与引当金 140,984 109,704

その他 482,948 535,666

流動負債合計 4,218,220 4,475,972

固定負債   

長期借入金 839,880 999,037

長期未払金 47,749 60,230

退職給付引当金 234,776 237,233

役員退職慰労引当金 66,212 83,599

その他 88,134 92,186

固定負債合計 1,276,751 1,472,286

負債合計 5,494,972 5,948,259

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 5,602,541 5,691,725

自己株式 △476,077 △476,036

株主資本合計 6,657,163 6,746,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △406 △482

評価・換算差額等合計 △406 △482

純資産合計 6,656,757 6,745,907

負債純資産合計 12,151,729 12,694,166
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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２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 15,677,350 14,296,718

売上原価 10,061,752 9,371,445

売上総利益 5,615,597 4,925,272

販売費及び一般管理費 5,035,799 4,847,532

営業利益 579,797 77,740

営業外収益   

受取利息 2,462 2,318

受取配当金 907 897

受取賃貸料 18,271 17,677

協賛金収入 35,944 37,139

その他 36,647 36,638

営業外収益合計 94,232 94,670

営業外費用   

支払利息 13,585 11,345

持分法による投資損失 13,263 254

その他 1,039 2,254

営業外費用合計 27,889 13,854

経常利益 646,141 158,557

特別利益   

固定資産売却益 － 335

貸倒引当金戻入額 14,396 4,609

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 1,586

その他 8,248 643

特別利益合計 22,645 7,175

特別損失   

固定資産除却損 16,203 19,603

投資有価証券評価損 16,856 －

減損損失 81,232 6,690

店舗閉鎖損失 7,395 36,036

その他 16,188 11,044

特別損失合計 137,876 73,375

税金等調整前四半期純利益 530,910 92,357

法人税、住民税及び事業税 313,631 102,226

法人税等調整額 △5,042 △57,009

法人税等合計 308,588 45,216

四半期純利益 222,321 47,140
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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２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７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 530,910 92,357

減価償却費 177,723 182,258

減損損失 81,232 6,690

のれん償却額 147,428 155,528

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,517 △12,675

受取利息及び受取配当金 △3,369 △3,215

支払利息 13,585 11,345

持分法による投資損益（△は益） 13,263 254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,701 △2,456

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,853 31,279

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,554 △17,387

有形固定資産売却損益（△は益） － △335

有形固定資産除却損 16,203 19,603

その他の特別損益（△は益） 12,554 2,915

店舗閉鎖損失 － 15,331

売上債権の増減額（△は増加） 582,181 181,163

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,535 △35,302

仕入債務の増減額（△は減少） △172,385 △3,486

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,629 20,965

その他の流動負債の増減額（△は減少） △134,294 △55,417

小計 1,297,682 589,416

利息及び配当金の受取額 3,369 3,215

利息の支払額 △13,585 △11,345

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △374,608 △296,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 912,858 285,133

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 △1,300,000

定期預金の払戻による収入 － 900,000

有形固定資産の取得による支出 △145,260 △157,743

有形固定資産の売却による収入 － 4,300

無形固定資産の取得による支出 △3,872 △22,565

投資有価証券の取得による支出 △1,844 △1,928

保険積立金の解約による収入 10,803 －

その他の支出 △252,277 △43,530

その他の収入 45,298 133,052

投資活動によるキャッシュ・フロー △647,153 △488,414
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

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） △125,000 △67,000

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 △147,463 △165,464

社債の償還による支出 △17,000 △17,000

自己株式の取得による支出 － △41

配当金の支払額 △135,758 △136,076

その他 － △563

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,678 △386,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 489,382 △589,426

現金及び現金同等物の期首残高 2,836,964 3,878,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,326,347 3,289,502
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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２四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年７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 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７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 

  

［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２月１日 至平成21年７月31日） 

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。

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

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。

  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年７月31日） 

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。

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  10,360,646  3,090,086  2,226,617  15,677,350  －  15,677,350

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 45,044  219,247  4,766  269,058 (269,058)  －

計  10,405,691  3,309,334  2,231,383  15,946,409 (269,058)  15,677,350

営業利益又は営業損失(△)  646,750  144,212  △20,044  770,918 (191,120)  579,797

  
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  9,349,111  2,775,270  2,172,336  14,296,718  －  14,296,718

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 33,474  218,800  14,275  266,549 (266,549)  －

計  9,382,585  2,994,070  2,186,612  14,563,268 (266,549)  14,296,718

営業利益又は営業損失(△)  224,502  99,009  △56,562  266,949 (189,208)  77,740

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成23年1月期　第2四半期決算短信

－9－



当第２四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

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。 

  

（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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