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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 40,689 △2.1 1,404 0.8 1,501 1.3 422 △35.4

22年3月期第2四半期 41,588 △6.4 1,392 △14.4 1,482 △12.8 653 △31.1

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3月期第2四半期 42.79 ―

22年3月期第2四半期 66.10 ―

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3月期第2四半期 28,372 21,512 75.8 2,182.00
22年3月期 28,246 21,301 75.4 2,158.15

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  21,512百万円 22年3月期  21,301百万円

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3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
23年3月期 ― 20.00

23年3月期 
（予想）

― 20.00 40.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 81,558 △0.5 2,749 2.4 2,876 1.0 1,154 △24.2 117.06



(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  有  
（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ますが、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に対するレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する事項は、業績の見通し等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当初想定した範囲を上回る事態が発生した場合には、当初の
見通し数値と異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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 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） 23年3月期2Q 10,000,000株 22年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  140,738株 22年3月期  129,844株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,865,841株 22年3月期2Q  9,888,433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わが国の経済は、新興国等の海外経済の改善により、企業収益は緩やかな回

復基調が続いたものの、その回復も鈍化傾向にあり、また急激な円高の進行や株価の下落など、国内景気の先行き

に不透明感がひろがりました。 

また個人消費においても、猛暑の影響や耐久消費財の駆け込み需要などにより、一部では持ち直しがみられたも

のの、依然として雇用・所得環境は厳しい状況にあることから、先行きが懸念され、景況感は本格的な回復には至

らない状況で推移しました。 

当社グループを取巻く中食業界においては、消費者の生活防衛意識、節約志向は依然として高く、厳しい経営環

境が続きました。 

このような経営環境のなかにおいて、当社グループは、売上高の確保に努めるとともに、引続き業務のムダ、ロ

スの削減を図り、業績の改善及び収益基盤の強化に注力してまいりました。  

当社グループ及び報告セグメントの当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりであります。  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

これに伴い、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを以下のとおり、「テナント事業」「外販事業」の２

つの区分に変更しております。 
  

なお、連結経営成績の前年同期間との比較に関する事項については、前年同期間の数値を変更後の報告セグメン

トに組み替えた数値との比較によっております。  

① 売上高（セグメント間の内部売上高を除く。） 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期間と比べ2.1％減収の406億89百万円となりました。 

テナント事業においては、創作寿司や洋風感覚の寿司を提供する寿司専門店を１店舗出店しました。また、既

存の総合惣菜店舗７店舗を改装し、売り場の活性化を図る一方、総合惣菜４店舗、寿司専門店５店舗の計９店舗

の退店を行ないました。 

販売面では、「ユニー40周年記念特別セール」への参画や自社企画の「お客様感謝セール」等を毎月実施し、

販売促進に努めてまいりました。 

これらにより、テナント事業全体の売上高は、前年同期間と比べ0.5％増収の196億92百万円となりました。 

外販事業においては、弁当ではお値打ち弁当の「おてごろシリーズ」や新たに中間価格帯のお得感、ボリュー

ム感のある「なるほど弁当シリーズ」を投入しました。 

おにぎりでは、 も需要が期待できる夏季に「手巻き・直巻きおにぎり100円セール」を実施し、拡販を図る

とともに、米・具材にこだわった「本むすびシリーズ」や、従来の手巻きおにぎりの具材の量目や価格を見直し

た「おむすび道シリーズ」を展開するなどリニューアルを実施しました。 

これらの商品展開、キャンペーンの実施により、一時的な売上高の増加は図れたものの、セール期間以外では

伸び悩み、外販事業全体の売上高は、前年同期間と比べ、5.0％減収の206億43百万円となりました。 

② 営業利益 

当第２四半期連結累計期間の営業利益は、前年同期間と比べ0.8％増益の14億４百万円となりました。 

テナント事業においては、仕入から製造、販売に至るまでの極め細かな運営に努めてまいりました。加えて、

不採算店舗の撤退効果もあり、テナント事業のセグメント利益は前年同期間と比べ、50.3％増益の11億５百万円

となりました。 

外販事業においては、売上高が伸び悩むなか、労務費、経費の低減に注力してまいりました。これによりコス

トは概ね計画通りにコントロールされたたものの、売上高が減少したことが大きな要因となり、外販事業のセグ

メント利益は、前年同期間と比べ55.8％減益の２億89百万円となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

報告セグメント区分 主要な内容 

テナント事業 
当社が、スーパーマーケット等に総合惣菜店舗、寿司専門店舗及び洋風

惣菜店舗を出店し、寿司・惣菜等の製造、販売を行っております。 

外販事業 
当社が、コンビニエンスストアの加盟店向けに弁当・おにぎり・惣菜等

の製造、納品を行っております。 
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③ 経常利益 

当第２四半期連結累計期間の経常利益は、上述の要因等により、前年同期間と比べ1.3％増益の15億１百万円

となりました。 

④ 特別損失 

当第２四半期連結累計期間において、投資有価証券評価損３億99百万円を特別損失として計上しました。 

⑤ 四半期純利益 

当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は、法人税等の負担額が前年同期間と比べ２億35百万円増加したこ

とにより、前年同期間と比べ35.4％減益の４億22百万円となりました。 

（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１億26百万円増加し、283億72百万円

となりました。 

この主な増加要因は、有形固定資産が２億55百万円、投資有価証券が２億37百万円減少した一方で、これらを上

回る額の現金及び預金が増加したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、68億59百万円となりました。 

この主な減少要因は、未払法人税等が４億２百万円増加した一方で、買掛金が１億47百万円、長期借入金が１億

53百万円、賞与引当金が１億39百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億11百万円増加し、215億12百万円となりました。 

この主な増加要因は、配当金の支払額が２億46百万円あった一方、四半期純利益による増加が４億22百万円あっ

たことによります。 

これらにより、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の75.4％から75.8％となりま

した。 

（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。）の残高は、95億57百万円と

なり、前第２四半期連結会計期間末と比べ27億43百万円増加しました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

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２四半期連結累計期間と比べ８億99百万円多い17億38百万円となりま

した。 

この主な要因は、前年同期間と比べ法人税等の支払額が４億73百万円減少したことと、その他流動負債の減少

による資金の減少が前年同期間と比べ１億63百万円少な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 

投資活動によって支出した資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ４億34百万円少ない23百万円となりまし

た。 

この主な要因は、定期預金の払戻しによる収入が３億円あったことと、有形固定資産の取得による支出が前年

同期間に比べ１億51百万円少なかったことなど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 

財務活動によって支出した資金は、前第２四半期連結累計期間と比べ58百万円少ない４億28百万円となりまし

た。 

この主な要因は、長期借入金の返済による支出が95百万円減少した一方、配当金の支払額が前年同期間に比べ

48百万円増加したことによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想については、平成22年10月29日に公表しました業績予想から変更はありません。 

下半期の業績見通しは、概ね当初の計画通りで推移するものと想定しており、当第２四半期連結累計期間の業績

を勘案し、連結の通期の業績については、売上高815億58百万円（前期比0.5％減）、営業利益27億49百万円（前期

比2.4％増）、経常利益28億76百万円（前期比1.0％増）、当期純利益11億54百万円（前期比24.2％減）を見込んで

おります。 

なお、個別の通期の業績については、売上高807億73百万円（前期比0.7％減）、営業利益27億６百万円（前期比

3.4％増）、経常利益28億24百万円（前期比1.5％増）、当期純利益11億25百万円（前期比24.1％減）を見込んでお

ります。 
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（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 

（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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ1,178千円、税金等調整前四半期純利

益は19,375千円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は39,085千円であります。 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,757,510 7,470,733

売掛金 3,413,033 3,725,953

有価証券 799,835 799,821

商品及び製品 20,140 11,519

仕掛品 86,033 85,414

原材料及び貯蔵品 401,942 411,480

繰延税金資産 398,557 430,074

その他 281,911 210,469

流動資産合計 14,158,966 13,145,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,874,289 5,035,346

機械装置及び運搬具（純額） 1,783,036 1,868,689

土地 4,543,800 4,543,800

その他（純額） 316,947 325,641

有形固定資産合計 11,518,074 11,773,477

無形固定資産 250,408 262,841

投資その他の資産   

投資有価証券 1,611,100 1,848,367

繰延税金資産 497,350 578,174

長期預金 － 300,000

その他 336,499 346,316

貸倒引当金 － △8,450

投資その他の資産合計 2,444,950 3,064,408

固定資産合計 14,213,432 15,100,727

資産合計 28,372,398 28,246,194
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,274,964 2,422,385

1年内返済予定の長期借入金 41,000 194,700

未払法人税等 666,400 264,100

賞与引当金 726,300 865,900

その他 2,266,205 2,416,690

流動負債合計 5,974,869 6,163,775

固定負債   

退職給付引当金 643,278 565,871

資産除去債務 39,501 －

負ののれん 28,097 36,526

長期未払金 131,531 131,531

その他 42,208 47,232

固定負債合計 884,616 781,161

負債合計 6,859,485 6,944,936

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 17,678,169 17,502,718

自己株式 △410,458 △381,920

株主資本合計 21,444,309 21,297,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,602 3,859

評価・換算差額等合計 68,602 3,859

純資産合計 21,512,912 21,301,257

負債純資産合計 28,372,398 28,246,194
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 41,588,350 40,689,150

売上原価 35,970,794 35,115,846

売上総利益 5,617,555 5,573,303

販売費及び一般管理費 4,224,837 4,168,647

営業利益 1,392,718 1,404,656

営業外収益   

受取利息 3,813 2,044

受取配当金 22,968 27,458

負ののれん償却額 8,429 8,429

不動産賃貸料 15,728 15,344

補助金収入 26,686 7,310

その他 22,198 42,405

営業外収益合計 99,825 102,992

営業外費用   

支払利息 4,035 711

不動産賃貸原価 5,156 4,596

その他 1,237 567

営業外費用合計 10,428 5,875

経常利益 1,482,114 1,501,772

特別利益   

固定資産売却益 － 1,944

投資有価証券売却益 － 312

特別利益合計 － 2,256

特別損失   

固定資産売却損 426 175

固定資産除却損 15,440 23,964

減損損失 13,024 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

投資有価証券売却損 － 28

投資有価証券評価損 387,549 399,319

会員権評価損 7,600 －

その他 － 50

特別損失合計 424,040 441,734

税金等調整前四半期純利益 1,058,074 1,062,294

法人税、住民税及び事業税 295,583 626,525

法人税等調整額 108,857 13,564

法人税等合計 404,440 640,090

少数株主損益調整前四半期純利益 － 422,204

四半期純利益 653,633 422,204
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益 1,058,074 1,062,294

減価償却費 623,921 548,028

減損損失 13,024 －

負ののれん償却額 △8,429 △8,429

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △8,450

賞与引当金の増減額（△は減少） △186,300 △139,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50,110 77,406

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 △26,782 △29,502

支払利息 4,035 711

固定資産売却損益（△は益） 426 △1,768

固定資産除却損 7,452 16,947

投資有価証券売却損益（△は益） － △283

投資有価証券評価損益（△は益） 387,549 399,319

会員権評価損 7,600 －

売上債権の増減額（△は増加） 310,297 314,326

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,728 296

未収入金の増減額（△は増加） △25,745 30,372

仕入債務の増減額（△は減少） △209,380 △147,421

その他の流動資産の増減額（△は増加） △92,916 △109,572

その他の固定資産の増減額（△は増加） △3,476 14,086

未払費用の増減額（△は減少） △15,741 △49,987

未払消費税等の増減額（△は減少） △180,460 △14,528

その他の流動負債の増減額（△は減少） △214,647 △50,970

その他の固定負債の増減額（△は減少） △874 △5,024

その他 － 416

小計 1,496,670 1,916,864

利息及び配当金の受取額 26,755 29,518

利息の支払額 △3,964 △693

法人税等の支払額 △679,921 △206,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 839,539 1,738,822
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △455,386 △303,696

有形固定資産の売却による収入 726 2,686

投資有価証券の売却による収入 － 1,751

長期貸付金の回収による収入 160 160

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4,175 △24,589

投資活動によるキャッシュ・フロー △458,674 △23,688

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △249,600 △153,700

自己株式の取得による支出 △39,290 △28,538

配当金の支払額 △197,573 △246,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,464 △428,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △105,600 1,286,790

現金及び現金同等物の期首残高 6,919,135 8,270,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,813,535 9,557,345
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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４月１日 至平成21年９月30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 

【所在地別セグメント】 

前第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）において、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。 

【海外売上高】 

前第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）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 
 19,851,189  21,731,976  5,184  41,588,350  ―  41,588,350

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 ―  444,388  343,657  788,046  △788,046  ―

計  19,851,189  22,176,364  348,842  42,376,396  △788,046  41,588,350

営業利益  972,360  874,108  11,826  1,858,296  △465,577  1,392,718

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。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、弁当・寿司・おにぎり・惣菜等の製造、販売を主たる業務としており、「テナント事業」「外販

事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「テナント事業」は、当社がスーパーマーケット等に総合惣菜店舗、寿司専門店舗及び洋風惣菜店舗を出

店し、寿司・惣菜等の製造、販売を行っております。 

「外販事業」は、当社がコンビニエンスストアの加盟店向けに弁当・おにぎり・惣菜等の製造、納品を行

っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、炊飯事業及び外食事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△21,150千円には、人事及び経理財務部門等の管理部門に係る全社費用の内、

各報告セグメントに配分していない費用22,725千円等が含まれております。 

  

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。 

  

報告セグメント
その他
（千円） 
（注）１ 

合計
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

テナント事
業 

（千円） 

外販事業
（千円） 

計
（千円） 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 19,692,087  20,643,991  40,336,079  353,070  40,689,150 ―  40,689,150

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

―  346,859  346,859  711,849  1,058,709  △1,058,709 ― 

計  19,692,087  20,990,851  40,682,938  1,064,920  41,747,859  △1,058,709  40,689,150

セグメント利益  1,105,548  289,630  1,395,179  30,627  1,425,806  △21,150  1,404,656

（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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（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４．主要な経営指標等の推移

（１）主要な連結経営指標等の推移

回次 
第40期

第２四半期 
連結累計期間 

第41期
第２四半期 
連結累計期間 

第40期
第２四半期 
連結会計期間 

第41期 
第２四半期 
連結会計期間 

第40期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  41,588,350  40,689,150  21,297,975  21,187,674  82,016,298

経常利益（千円）  1,482,114  1,501,772  1,002,776  1,057,869  2,844,996

四半期（当期）純利益（千円）  653,633  422,204  407,069  206,117  1,524,893

純資産額（千円） ― ―  20,660,659  21,512,912  21,301,257

総資産額（千円） ― ―  27,502,318  28,372,398  28,246,194

１株当たり純資産額（円） ― ―  2,090.80  2,182.00  2,158.15

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 66.10  42.79  41.18  20.90  154.33

自己資本比率（％） ― ―  75.1  75.8  75.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 839,539  1,738,822 ― ―  2,602,299

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △458,674  △23,688 ― ―  △287,033

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △486,464  △428,343 ― ―  △963,845

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
― ―  6,813,535  9,557,345  8,270,555

従業員数（人） ― ―  1,314  1,293  1,278
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（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）主要な個別経営指標等の推移

回次 
第40期

第２四半期 
累計期間 

第41期
第２四半期 
累計期間 

第40期
第２四半期 
会計期間 

第41期 
第２四半期 
会計期間 

第40期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  41,314,760  40,336,081  21,164,681  21,009,912  81,382,645

経常利益（千円）  1,449,317  1,467,469  992,153  1,040,349  2,781,026

四半期（当期）純利益（千円）  633,716  402,340  400,479  190,039  1,484,680

純資産額（千円） ― ―  20,301,766  21,113,860  20,922,069

総資産額（千円） ― ―  26,987,868  27,835,063  27,730,386

１株当たり純資産額（円） ― ―  2,054.48  2,141.53  2,119.73

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 64.09  40.78  40.52  19.27  150.26

自己資本比率（％） ― ―  75.2  75.8  75.4

従業員数（人） ― ―  1,287  1,264  1,252
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