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

23年1月期第3四半期 21,511 △7.6 175 △78.4 272 △70.2 48 △86.3
22年1月期第3四半期 23,273 ― 814 ― 913 ― 351 ―

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3四半期 7.07 ―
22年1月期第3四半期 51.58 ―

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3四半期 12,129 6,656 54.9 976.64
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3四半期  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
に基づき作成されたものであり、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3Q 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3Q  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3Q 6,816,218株 22年1月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績に改善の兆しが一部で見られたものの、海外経済の

下振れ懸念や急激な円高、さらには厳しい雇用情勢や低迷する個人消費の影響などから、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、このような経済情勢のもと、節約志向・低価格志

向は依然として強く、企業間における価格競争が激化し、大変厳しい状況が続いております。 

 このような中、当社グループは、中長期的な経営の強化及びコスト削減の施策として、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及び不採算店の積極的な閉鎖、大型店への新規出店や店舗改装によ

る店舗活性化を進めてまいりました。 

 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グループ全体において多大に受けており、その

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は215億11百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は1億75百万円（同

78.4％減）、経常利益は２億72百万円（同70.2％減）、四半期純利益は48百万円（同86.3％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３四半期連結累計期間中の開店は14店、閉店は17店であり、その結果当第３四半期末の店舗数は149店にな

りました。内訳は食肉小売店120店（前期末比７店減）、惣菜小売店29店（同４店増）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争激化や客単価の下落の影響で既存店売上高の減少

や不採算店閉鎖の結果、売上高は141億21百万円（前年同期比8.7％減）、営業利益は４億24百万円（同53.9％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、主力のハム・ソーセージの受注が減少し、売上高は44億

49百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は１億15百万円（同44.8％減）となりました。 

  

「外食業」  

 当第３四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３四半期末の店舗数は49店になり

ました。利用客の節約志向に対応した食べ放題メニューは引き続き実施しているものの、カットセンター等の製造

部門において仕入単価の上昇等から売上高は33億10百万円（前年同期比1.2％減）となり、２億13百万円ののれん

償却を実施した結果、営業損失は１億４百万円（前年同期は33百万円の営業損失）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54.9％と前期末比1.8ポイントの上昇となりました。 

  

流動資産      70億88百万円（前期末比△3.2％） 

固定資産      50億40百万円（  同  △6.1％） 

総資産       121億29百万円（  同  △4.4％） 

流動負債      41億67百万円（  同  △6.9％） 

固定負債      13億５百万円（  同  △11.3％） 

純資産       66億56百万円（  同  △1.3％） 

負債・純資産合計  121億29百万円（  同  △4.4％） 

  

（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

べて７億68百万円減少し、31億10百万円となりました。  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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３億42百万円（前年同期は９億90百万円の獲

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１億79百万円であり、法人税等の支払額が５億85百

万円あったものの仕入債務及び賞与引当金の増加がそれぞれ１億51百万円、１億34百万円と減価償却費及びのれん

償却額がそれぞれ２億88百万円、２億26百万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６億10百万円（前年同期は７億26百万円の使

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２億63百万円あったこと

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４億99百万円（前年同期は61百万円の使用）

となりました。これは借入金及び社債の純減額３億62百万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述の通り、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継続し、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。 

 よって、通期の連結の業績見通しにつきましては、平成22年９月10日 第２四半期決算短信発表時に公表いたし

ました業績予想に変更はございません。 

  

  

（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 

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,910,723 4,278,928

受取手形及び売掛金 869,653 866,918

テナント未収入金 1,161,691 1,215,986

商品及び製品 492,083 471,110

仕掛品 10,673 6,522

原材料及び貯蔵品 162,241 167,600

繰延税金資産 119,130 90,546

未収入金 138,943 128,439

その他 249,880 136,459

貸倒引当金 △26,186 △37,029

流動資産合計 7,088,835 7,325,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,705,207 3,902,209

減価償却累計額 △2,178,884 △2,207,016

建物及び構築物（純額） 1,526,323 1,695,192

機械装置及び運搬具 1,889,593 1,867,582

減価償却累計額 △1,609,663 △1,570,314

機械装置及び運搬具（純額） 279,929 297,267

土地 770,505 770,505

その他 923,728 781,701

減価償却累計額 △649,308 △603,068

その他（純額） 274,419 178,633

減損損失累計額 △400,538 △507,140

有形固定資産合計 2,450,639 2,434,459

無形固定資産   

のれん 402,336 628,878

その他 68,851 53,189

無形固定資産合計 471,188 682,068

投資その他の資産   

投資有価証券 132,876 138,226

敷金及び保証金 1,209,921 1,319,470

繰延税金資産 335,775 339,346

投資不動産 307,431 217,855

減価償却累計額 △6,242 △4,414

投資不動産（純額） 301,188 213,441

その他 180,065 283,400

貸倒引当金 △40,672 △41,729

投資その他の資産合計 2,119,156 2,252,155

固定資産合計 5,040,984 5,368,683

資産合計 12,129,819 12,694,166
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,128,122 1,965,719

短期借入金 550,000 737,000

1年内返済予定の長期借入金 294,856 319,390

1年内償還予定の社債 － 34,000

未払金 529,011 459,961

未払法人税等 － 314,531

賞与引当金 243,800 109,704

その他 421,287 535,666

流動負債合計 4,167,077 4,475,972

固定負債   

長期借入金 881,721 999,037

長期未払金 40,866 60,230

退職給付引当金 235,090 237,233

役員退職慰労引当金 68,035 83,599

その他 80,084 92,186

固定負債合計 1,305,797 1,472,286

負債合計 5,472,874 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 5,603,616 5,691,725

自己株式 △476,077 △476,036

株主資本合計 6,658,239 6,746,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,294 △482

評価・換算差額等合計 △1,294 △482

純資産合計 6,656,944 6,745,907

負債純資産合計 12,129,819 12,694,166

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成23年1月期　第3四半期決算短信

－5－



（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21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 23,273,698 21,511,922

売上原価 14,895,926 14,138,744

売上総利益 8,377,772 7,373,178

販売費及び一般管理費 7,563,462 7,197,607

営業利益 814,309 175,570

営業外収益   

受取利息 3,331 5,148

受取配当金 909 897

受取賃貸料 28,385 26,366

協賛金収入 40,452 40,708

その他 61,587 54,555

営業外収益合計 134,665 127,676

営業外費用   

支払利息 20,322 16,583

持分法による投資損失 12,977 8,595

その他 1,860 5,630

営業外費用合計 35,160 30,809

経常利益 913,814 272,437

特別利益   

有形固定資産売却益 － 340

貸倒引当金戻入額 17,264 3,813

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 3,807

特別利益合計 46,953 7,960

特別損失   

有形固定資産売却損 － 6

有形固定資産除却損 16,689 21,695

投資有価証券評価損 17,248 －

減損損失 81,232 6,690

店舗閉鎖損失 9,481 57,629

過年度役員退職慰労引当金繰入額 6,377 －

その他 16,434 15,039

特別損失合計 147,462 101,060

税金等調整前四半期純利益 813,304 179,337

法人税、住民税及び事業税 484,464 155,582

法人税等調整額 △22,749 △24,460

法人税等合計 461,715 131,121

四半期純利益 351,589 48,215

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成23年1月期　第3四半期決算短信

－6－



（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21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22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 813,304 179,337

減価償却費 274,775 288,122

減損損失 81,232 6,690

のれん償却額 221,142 226,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,289 △11,900

受取利息及び受取配当金 △4,240 △6,046

支払利息 20,322 16,583

持分法による投資損益（△は益） 12,977 8,595

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,167 △2,142

賞与引当金の増減額（△は減少） 158,467 134,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,066 △15,563

有形固定資産売却損益（△は益） － △333

有形固定資産除却損 16,689 21,695

店舗閉鎖損失 － 18,331

その他の特別損益（△は益） △10,741 3,814

投資有価証券評価損益（△は益） 17,248 －

関係会社株式売却損益（△は益） △15,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 184,868 51,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,400 △19,764

仕入債務の増減額（△は減少） △21,162 151,605

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,954 4,761

その他の流動負債の増減額（△は減少） △90,934 △117,162

小計 1,662,003 938,822

利息及び配当金の受取額 4,240 6,046

利息の支払額 △20,322 △16,583

法人税等の支払額 △655,866 △585,962

営業活動によるキャッシュ・フロー 990,056 342,323

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 △211,740 △263,265

有形固定資産の売却による収入 － 4,499

無形固定資産の取得による支出 △28,025 △24,136

投資有価証券の取得による支出 △2,595 △2,679

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 △78,712

その他の収入 83,572 153,754

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,596 △610,540
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10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） △319,000 △187,000

長期借入れによる収入 648,900 140,000

長期借入金の返済による支出 △221,362 △281,850

社債の償還による支出 △34,000 △34,000

自己株式の取得による支出 － △41

配当金の支払額 △136,504 △136,247

その他 － △848

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,966 △499,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 201,493 △768,204

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 3,038,457 3,110,723

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成23年1月期　第3四半期決算短信

－8－



  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 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22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 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第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） 

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３四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年10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） 

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  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

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

  
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  14,087,892  4,134,971  3,289,058  21,511,922  －  21,511,922

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 33,689  314,538  21,567  369,794 (369,794)  －

計  14,121,581  4,449,509  3,310,626  21,881,717 (369,794)  21,511,922

営業利益又は営業損失(△)  424,449  115,743  △104,845  435,347 (259,776)  175,570
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当第３四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年10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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