
  

１．平成24年１月期第２四半期の連結業績（平成23年２月１日～平成23年７月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年１月期の連結業績予想（平成23年２月１日～平成24年１月31日） 
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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 ％ 

24年１月期第２四半期  15,009  5.0  315  305.9  391  147.2  84  80.1

23年１月期第２四半期  14,296  △8.8  77  △86.6  158  △75.5  47  △78.8

  
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 

24年１月期第２四半期  12.46  －

23年１月期第２四半期  6.92  －

  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 

24年１月期第２四半期  12,471  6,797  54.5  997.22

23年１月期  12,227  6,935  56.7  1,017.47

（参考）自己資本 24年１月期第２四半期 6,797百万円 23年１月期 6,935百万円

  
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 

23年１月期  － 0.00  － 20.00  20.00

24年１月期  － 0.00       

24年１月期（予想）      － 20.00  20.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 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  30,000  1.1  800  40.1  900  34.5  200  △10.6  29.34

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 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。） 

新規       社  （社名）                        、除外       社  （社名） 

（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の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。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

－ －

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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） 24年１月期２Ｑ 7,335,634株 23年１月期 7,335,634株

②  期末自己株式数 24年１月期２Ｑ 519,451株 23年１月期 519,451株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期２Ｑ 6,816,183株 23年１月期２Ｑ 6,816,236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、３月に発生した東日本大震災や原子力発電所事故の影響か

ら、生産や物流に一時的に大きな混乱をきたし、その後緩やかに復旧はされつつあるものの、原発事故終息の長期

化や電力供給の制限、さらには歴史的円高と低迷する個人消費など依然として厳しくかつ不透明な状況が続いてい

ます。 

 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、それまでの消費者の節約志向・低価格志向の恒常

化による影響に加え、原発事故による食の安心・安全に対する不安などから、厳しい環境が続いています。特に７

月に発生した放射性物質が含まれた稲わらを給与された可能性のある牛肉の流通問題により、国産牛肉を中心に消

費者の買い控えによる影響が食肉小売及び外食部門に顕著に表れるに至っています。 

 このような中で当社グループは、昨年来継続している既存店活性化の活動や、新店の確実な立ち上げ、そして販

管費の聖域なき見直しなど着実に実施したことに加え、当社親会社であるエスフーズ㈱とのグループシナジー効果

の追求活動として物流センターの共有化やＰＢ商品開発などを進め、効果を上げて来ております。さらに国産牛肉

問題では一時的に売上の低下はあるものの、エスフーズ㈱と協力のうえ国産牛肉検査体制を整え、消費者に対して

安心・安全な牛肉の供給に努めています。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は150億９百万円（前年同期比5.0％増)、営業利益は３億15百万

円（同305.9％増)、経常利益は３億91百万円（同147.2％増）となりました。また、当期より「資産除去債務に関

する会計基準」を適用したことにより、その影響額75百万円を計上したため、四半期純利益は84百万円（同80.1％

増）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６店であり、その結果当第２四半期末の店舗数は152店にな

りました。内訳は食肉小売店121店（前期末比１店増)、惣菜小売店31店（同２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、昨年来実施してきた不採算店の積極的な閉鎖、新規出店や店舗改装による効果

の他、経費コントロールも更に進めた結果、売上高は101億51百万円（前年同期比8.2％増)、営業利益は４億88百

万円（同117.8％増）となりました。 

  

「食肉等の製造・加工業」 

 主力であるハム・ソーセージ部門において、積極的な販路拡大により売上数量の増加があったものの、デリカ部

門における売上不振の影響を受け、売上高は29億29百万円（前年同期比2.1％減）と減収となりました。営業利益

は工場稼働率向上による製造原価減が寄与したことにより１億２百万円（同3.7％増）と増益となりました。 

  

「外食業」 

 当第２四半期連結累計期間中の開店はなく、閉店が２店あり、その結果当第２四半期末の店舗数は49店になりま

した。売上高につきましては、東日本大震災やユッケ食中毒事故による利用客の減少の影響を受け直営店売上は前

年割れとなりましたが、製造部門の外部受注の増加により、売上高22億10百万円（前年同期比1.1％増）と微増と

なりました。営業利益につきましては、直営店売上の減少と製造部門の原料価格上昇による利益率低下の影響を受

けた結果、１億42百万円ののれんの償却賦課後で91百万円の営業損失（前年同期は56百万円の営業損失）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 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。 

流動資産       73億69百万円（前期末比＋7.1％） 

固定資産       51億１百万円（同△4.6％） 

総資産        124億71百万円（同＋2.0％） 

流動負債       43億12百万円（同＋10.8％） 

固定負債       13億61百万円（同△2.7％） 

純資産        67億97百万円（同△2.0％） 

負債・純資産合計  124億71百万円（同＋2.0％） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （キャッシュフローの状況） 

 当第２四半期連結累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４億37百万円増加し、41億15百万円となりました。 

  

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

（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９億70百万円（前年同期は２億85百万円の獲

得）となりました。これは、当第２四半期累計期間末の休日要因による売上債権の１億87百万円増加等があったも

のの、同じく休日要因により仕入債務及び未払金等の営業負債の２億56百万円増加、税金等調整前四半期純利益２

億94百万円、有形・無形の減価償却費３億 百万円が寄与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２億 百万円（前年同期は４億88百万円の

使用）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が２億18百万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２四半期連結累計期間において、財務活動の結果減少した資金は３億20百万円（前年同期は３億86百万円の

減少）となりました。これは、借入金の純減額１億83百万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 

 平成24年１月期の通期業績予想につきましては、平成23年３月11日に公表いたしました通りであり、連結売上高

300億円、連結営業利益８億円、連結経常利益９億円、連結当期純利益２億円を予定しております。 

 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 

（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）

および「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、営業利益、経常利益はそれぞれ 千円、税金等調整前四半期純利益は 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 千円であります。  

  

（表示方法の変更） 

 四半期連結損益計算書関係 

 「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「財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規制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」の科目で表示しております。  

  

（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。   

  

50

13

２．その他の情報

6,149 81,330

138,146
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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23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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,415,078 3,977,266

受取手形及び売掛金 888,107 800,780

テナント未収入金 1,083,933 983,779

商品及び製品 470,103 535,075

仕掛品 7,376 9,518

原材料及び貯蔵品 195,010 182,963

繰延税金資産 94,117 76,195

未収入金 146,585 140,600

その他 90,223 198,084

貸倒引当金 △20,709 △24,943

流動資産合計 7,369,826 6,879,321

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,729,123 3,711,886

減価償却累計額 △2,199,119 △2,200,807

建物及び構築物（純額） 1,530,003 1,511,079

機械装置及び運搬具 1,916,567 1,888,405

減価償却累計額 △1,647,962 △1,615,796

機械装置及び運搬具（純額） 268,604 272,608

土地 770,505 770,505

その他 1,121,986 993,347

減価償却累計額 △750,313 △688,866

その他（純額） 371,672 304,480

減損損失累計額 △420,688 △437,901

有形固定資産合計 2,520,097 2,420,772

無形固定資産   

のれん 189,294 331,322

その他 58,318 66,558

無形固定資産合計 247,612 397,881

投資その他の資産   

投資有価証券 432,960 577,911

敷金及び保証金 1,176,202 1,179,210

繰延税金資産 282,651 291,545

投資不動産 318,553 334,313

減価償却累計額 △11,675 △7,190

投資不動産（純額） 306,877 327,123

その他 174,300 193,255

貸倒引当金 △38,727 △39,432

投資その他の資産合計 2,334,264 2,529,612

固定資産合計 5,101,975 5,348,266

資産合計 12,471,801 12,227,587
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,062,373 1,974,460

短期借入金 670,000 705,000

1年内返済予定の長期借入金 303,686 301,352

未払金 477,236 341,828

未払法人税等 159,903 50,206

賞与引当金 134,656 105,034

その他 505,092 414,668

流動負債合計 4,312,949 3,892,551

固定負債   

長期借入金 819,077 969,753

長期未払金 22,081 33,784

退職給付引当金 238,845 234,996

役員退職慰労引当金 62,805 69,859

資産除去債務 145,305 －

その他 73,533 91,386

固定負債合計 1,361,648 1,399,780

負債合計 5,674,597 5,292,331

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 5,727,773 5,779,177

自己株式 △476,077 △476,077

株主資本合計 6,782,396 6,833,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,808 101,456

評価・換算差額等合計 14,808 101,456

純資産合計 6,797,204 6,935,255

負債純資産合計 12,471,801 12,227,587
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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22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 14,296,718 15,009,028

売上原価 9,371,445 10,012,770

売上総利益 4,925,272 4,996,258

販売費及び一般管理費 4,847,532 4,680,691

営業利益 77,740 315,566

営業外収益   

受取利息 2,318 1,167

受取配当金 897 1,154

受取賃貸料 17,677 40,318

協賛金収入 37,139 28,682

受取手数料 － 12,057

その他 36,638 21,787

営業外収益合計 94,670 105,167

営業外費用   

支払利息 11,345 9,833

持分法による投資損失 254 245

不動産賃貸原価 － 15,341

その他 2,254 3,337

営業外費用合計 13,854 28,757

経常利益 158,557 391,976

特別利益   

有形固定資産売却益 335 26,554

貸倒引当金戻入額 4,609 5,594

店舗閉鎖損失引当金戻入額 1,586 9,181

その他 643 －

特別利益合計 7,175 41,330

特別損失   

有形固定資産除却損 19,603 168

投資有価証券評価損 － 3,390

減損損失 6,690 29,120

店舗閉鎖損失 36,036 23,992

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 75,181

その他 11,044 6,493

特別損失合計 73,375 138,346

税金等調整前四半期純利益 92,357 294,960

法人税、住民税及び事業税 102,226 178,751

法人税等調整額 △57,009 31,288

法人税等合計 45,216 210,040

少数株主損益調整前四半期純利益 － 84,920

四半期純利益 47,140 84,920
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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22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23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 92,357 294,960

減価償却費 182,258 208,170

減損損失 6,690 29,120

のれん償却額 155,528 142,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,675 △4,939

受取利息及び受取配当金 △3,215 △2,321

支払利息 11,345 9,833

持分法による投資損益（△は益） 254 245

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,456 3,848

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,279 29,622

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,387 △7,054

有形固定資産売却損益（△は益） △335 △26,554

有形固定資産除却損 19,603 168

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,390

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 75,181

その他の特別損益（△は益） 2,915 214

店舗閉鎖損失 15,331 22,420

売上債権の増減額（△は増加） 181,163 △187,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,302 55,066

仕入債務の増減額（△は減少） △3,486 124,969

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,965 1,078

その他の流動負債の増減額（△は減少） △55,417 174,168

小計 589,416 946,135

利息及び配当金の受取額 3,215 2,321

利息の支払額 △11,345 △9,833

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △296,152 32,315

営業活動によるキャッシュ・フロー 285,133 970,939

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 △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 △157,743 △218,343

有形固定資産の売却による収入 4,300 63,000

無形固定資産の取得による支出 △22,565 △2,088

投資有価証券の取得による支出 △1,928 △2,016

その他の支出 △43,530 △89,878

その他の収入 133,052 36,277

投資活動によるキャッシュ・フロー △488,414 △213,048
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23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） △67,000 △35,000

長期借入金の返済による支出 △165,464 △148,342

社債の償還による支出 △17,000 －

自己株式の取得による支出 △41 －

配当金の支払額 △136,076 △136,160

その他 △563 △577

財務活動によるキャッシュ・フロー △386,145 △320,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,426 437,811

現金及び現金同等物の期首残高 3,878,928 3,677,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,289,502 4,115,078
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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。 

  

【セグメント情報】 

１. 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、「食肉等の小売業」、「食肉等の製造・加工業」及び「外食業」等を営んでおり、各事

業部門は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う製品やサービス別のセグメントから構成されており、「食肉等の

小売業」、「食肉等の製造・加工業」及び「外食業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「食肉等の小売業」は、食肉、食肉加工品等の小売業及び惣菜小売業を行っております。「食肉等の製

造・加工業」は、食肉加工品及び冷凍麺の製造・加工業を行っております。「外食業」は、焼肉レストラン

経営を行っております。 

  

（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） 
消去または全
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
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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23年２月１日 至平成23年７月31日）           （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円は、セグメント間取引消去 千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない人件費及び一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日）  

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、店舗設備等の一部の資産は、当該事業に係る

損益及びキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる状況であるため、当第２四半期連結会計期間にお

いて、収益性が著しく低下しているものと判断し、帳簿価額を回収可能価額等まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。 

 「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、それぞれ28,567千円、552千円の減損損失を

計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結会計期間において29,120千円であります。 

   

（追加情報） 

 当第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  

調整額 
（注）１  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

  
食肉等の 
小売業 

食肉等の製
造・加工業 

外食業 合計 

売上高             

外部顧客への売上高  10,112,732  2,702,168  2,194,126  15,009,028  －  15,009,028

セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 38,945  227,717  16,611  283,274  △283,274  －

計  10,151,677  2,929,886  2,210,738  15,292,302  △283,274  15,009,028

セグメント利益又は損失（△）  488,894  102,646  △91,411  500,130  △184,563  315,566

△184,563 △38,582

△145,980

（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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