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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 18,277 △7.6 141 217.8 88 ― △137 ―
23年3月期第2四半期 19,783 △8.2 44 ― △173 ― △1,509 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △170百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,452百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △6.12 ―
23年3月期第2四半期 △67.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 32,213 11,698 35.6
23年3月期 33,075 11,874 35.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,481百万円 23年3月期  11,615百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 38,525 2.2 260 ― 268 ― △85 ― △3.79



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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く四半
期財務諸表に対する四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料の3ページをご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 22,610,359 株 23年3月期 22,610,359 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 198,966 株 23年3月期 196,268 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 22,413,119 株 23年3月期2Q 22,415,727 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経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により不

安定な状態となっていた景気動向が徐々に回復しているものの、円高・株安の進行や欧州の財政不安がもたらす世

界的な景気減速懸念などにより、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

外食産業を取り巻く環境は、客単価が減少傾向にある反面、客数は回復傾向にありますが依然として顧客獲得

に向けた企業間競争は激化しており厳しい経営環境に直面しています。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結業績は売上高182億77百万円（前年同期比7.6％減）となりま

した。 

売上原価につきましては、原価率が60.5％（前年同期は60.1％）と0.4ポイントの増加となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、販売費及び一般管理費率が38.8％（前年同期は39.6％）と0.8ポイント

の減少となりましたことにより、営業利益１億41百万円（前年同期比96百万円増）、経常利益88百万円（前年同期

は経常損失１億73百万円）となり、四半期純損失１億37百万円（前年同期は四半期純損失15億９百万円）となりま

した。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

（レストラン事業） 

既存店の業績回復を柱に、新規出店を控え、業績不振店舗の改装及び業態変更を推進いたしました。その結

果、新規出店３店舗（前年同期１店舗）、退店６店舗（前年同期55店舗）を行い、当第２四半期連結会計期間末に

おける店舗数は40都道府県に457店舗（ケータリング３工場を含む。）となりました。改装は14店舗実施し、この

うち７店舗の業態変更を行いました。総店舗数の減少及び既存店舗の売上の減少により減収になりましたが、販売

費及び一般管理費率の改善により増益となりました。 

以上の結果、レストラン事業の売上高は130億48百万円（前年同期比8.5％減）、セグメント利益は４億55百万

円（前年同期比31百万円増）となりました。 

（機内食事業）  

 東日本大震災の影響等により、関西国際空港における旅客数が大幅減少に至り減収減益となりました。 

 以上の結果、機内食事業の売上高は25億64百万円（前年同期比19.3％減）、セグメント損失１億８百万円（前年

同四半期は１億28百万円の利益）となりました。 

（業務用冷凍食品製造事業） 

 冷凍食品（主に冷凍弁当）の製造受注が増え始めた事により増収増益となりました。 

 以上の結果、業務用冷凍食品製造事業の売上高は６億46百万円（前年同期比65.4％増）、セグメント損失57百万

円（前年同四半期は１億75百万円の損失）となりました。  

（不動産賃貸事業） 

 大阪木津市場㈱の地方卸売市場再開発事業が完了し、増収増益となりました。 

 以上の結果、不動産賃貸事業の売上高は３億34百万円（前年同期比42.6％増）、セグメント利益１億22百万円

（前年同期比76百万円増）となりました。 

（運輸事業） 

 水間鉄道㈱においては鉄道旅客数の減少により減収になりましたが、人件費等の削減により増益となりました。

 以上の結果、運輸事業の売上高は２億28百万円（前年同期比1.2％減）、セグメント利益８百万円（前年同四半

期は30百万円の損失）となりました。 

（その他） 

 大阪木津市場㈱で展開しております水産物卸売事業は、魚介の卸売数量が増加し、増収増益となりました。日本

食糧卸㈱で展開しております米穀卸売事業は、受注量の減少により減収減益となりました。 

 以上の結果、その他の売上高は14億53百万円（前年同期比2.5％減）、セグメント損失36百万円（前年同四半期

は35百万円の損失）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における総資産は、前連結会計年度末に比べ８億62百万円減少し、322億13百万円

となりました。 

 また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は116億98百万円となり、四半期純損失１億37百万円の計上等によ

り前連結会計年度末に比べて１億76百万円減少いたしました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

35.1％から35.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間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36

１．当四半期決算に関する定性的情報
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百万円増加し、34億５百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが２億74百万円

の獲得（前年同四半期は３億75百万円の獲得）、投資活動によるキャッシュ・フローが５億４百万円の収入（前年

同四半期は３億44百万円の支出）、財務活動によるキャッシュ・フローが７億43百万円の支出（前年同四半期は１

億45百万円の支出）となりました。 

（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損失は１億11百万円、減価償却費４億49百万円を計上いたしました。また売上債権が１億

26百万円増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 業態変更・改装に伴う有形固定資産の取得による支出を１億90百万円、退店及び契約条件見直しによる差入保証

金の回収による収入７億48百万円等を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入れによる収入18億70百万円及び短期借入金の返済による支出17億50百万円、長期借入れによる収入８億

50百万円及び長期借入金の返済による支出16億26百万円等を反映したものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月20日に発表いたしました連結業績予想の数値から変更はございませ

ん。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,369,039 3,405,489

預け金 836,611 848,347

売掛金 1,093,175 1,207,181

商品及び製品 113,794 159,932

原材料及び貯蔵品 209,169 204,023

短期貸付金 1,190 320

その他 281,244 603,058

貸倒引当金 △4,248 △6,641

流動資産合計 5,899,976 6,421,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,012,477 24,783,768

減価償却累計額 △17,430,135 △17,515,517

建物及び構築物（純額） 7,582,341 7,268,250

機械装置及び運搬具 2,101,049 2,091,286

減価償却累計額 △1,989,011 △1,994,978

機械装置及び運搬具（純額） 112,037 96,307

工具、器具及び備品 1,315,116 1,325,366

減価償却累計額 △1,068,553 △1,110,854

工具、器具及び備品（純額） 246,562 214,512

土地 7,850,773 7,849,794

有形固定資産合計 15,791,716 15,428,865

無形固定資産   

のれん 30,776 24,564

その他 227,976 202,070

無形固定資産合計 258,752 226,634

投資その他の資産   

投資有価証券 2,354,175 2,337,442

長期貸付金 162,561 140,046

差入保証金 8,585,100 7,607,606

その他 115,317 92,257

貸倒引当金 △91,962 △41,163

投資その他の資産合計 11,125,193 10,136,189

固定資産合計 27,175,662 25,791,689

資産合計 33,075,638 32,213,401
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 942,731 977,673

短期借入金 300,000 420,000

1年内返済予定の長期借入金 4,640,121 4,562,970

1年内償還予定の社債 1,300,000 1,300,000

未払金 175,432 155,412

1年内返済予定の長期未払金 49,897 14,799

未払費用 1,507,204 1,536,474

リース債務 166,587 168,615

1年内リース資産減損勘定 68,905 43,563

未払法人税等 193,760 148,962

未払消費税等 62,721 121,732

資産除去債務 47,450 52,495

その他 272,586 199,381

流動負債合計 9,727,398 9,702,082

固定負債   

長期借入金 7,253,912 6,554,266

長期未払金 163,239 147,480

繰延税金負債 1,702,570 1,701,612

リース債務 316,091 231,273

長期リース資産減損勘定 138,809 133,712

退職給付引当金 267,952 279,050

転貸損失引当金 － 63,838

資産除去債務 1,084,391 1,074,573

その他 546,870 627,308

固定負債合計 11,473,837 10,813,114

負債合計 21,201,235 20,515,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236

資本剰余金 6,766,664 6,766,664

利益剰余金 △864,507 △1,001,716

自己株式 △164,428 △165,638

株主資本合計 11,575,965 11,437,547

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,621 43,793

その他の包括利益累計額合計 39,621 43,793

少数株主持分 258,816 216,863

純資産合計 11,874,403 11,698,203

負債純資産合計 33,075,638 32,213,401
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 19,783,781 18,277,273

売上原価 11,895,506 11,049,571

売上総利益 7,888,275 7,227,702

販売費及び一般管理費 7,843,904 7,086,672

営業利益 44,370 141,029

営業外収益   

受取利息 4,680 4,178

受取配当金 2,121 1,214

仕入割引 53,044 50,628

賃貸料収入 50,186 54,433

貸倒引当金戻入額 － 43,864

その他 62,228 22,830

営業外収益合計 172,262 177,149

営業外費用   

支払利息 109,779 103,389

借入手数料 49,972 66,018

長期前払費用償却 3,181 1,788

賃貸費用 29,454 33,069

持分法による投資損失 187,218 19,946

その他 10,233 5,110

営業外費用合計 389,838 229,323

経常利益又は経常損失（△） △173,206 88,855

特別利益   

固定資産売却益 6,047 1,175

貸倒引当金戻入額 9,652 －

受取保険金 19,885 －

その他 5,104 150

特別利益合計 40,690 1,325

特別損失   

固定資産除却損 22,807 11,490

減損損失 140,208 97,137

貸倒損失 － 12,168

転貸損失引当金繰入額 － 64,588

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,077,101 －

その他 39,065 16,703

特別損失合計 1,279,183 202,087

税金等調整前四半期純損失（△） △1,411,699 △111,906

法人税、住民税及び事業税 65,468 62,596

法人税等調整額 △30,990 －

法人税等合計 34,478 62,596

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,446,177 △174,502

少数株主利益又は少数株主損失（△） 63,763 △37,294

四半期純損失（△） △1,509,941 △137,208

株式会社グルメ杵屋 （9850） 平成24年３月期　第２四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,446,177 △174,502

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,985 3,512

持分法適用会社に対する持分相当額 △292 659

その他の包括利益合計 △6,278 4,171

四半期包括利益 △1,452,455 △170,330

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,516,218 △133,030

少数株主に係る四半期包括利益 63,762 △37,299
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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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △1,411,699 △111,906

減価償却費 538,045 449,659

減損損失 140,208 97,137

貸倒損失 － 12,168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,077,101 －

長期前払費用償却額 10,174 7,112

のれん償却額 6,212 5,719

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,232 11,098

破産更生債権等の増減額（△は増加） △7,082 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,398 △48,406

転貸損失引当金の増減額（△は減少） － 63,838

受取利息及び受取配当金 △6,802 △5,392

支払利息 109,779 103,389

有形固定資産除却損 22,807 11,490

有形固定資産売却損益（△は益） △6,047 △1,175

売上債権の増減額（△は増加） 202,191 △126,903

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,196 △40,991

仕入債務の増減額（△は減少） △121,670 34,942

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,061 70,955

持分法による投資損益（△は益） 205,218 19,946

その他 △167,400 △119,660

小計 550,006 433,023

利息及び配当金の受取額 6,802 5,392

利息の支払額 △107,900 △104,154

法人税等の支払額 △72,932 △59,342

営業活動によるキャッシュ・フロー 375,975 274,919

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,006,571 △190,177

無形固定資産の取得による支出 △1,670 △2,755

長期前払費用の取得による支出 △5,405 △4,657

店舗撤去に伴う支出 △69,033 △30,328

有形固定資産の売却による収入 62,758 10,188

投資有価証券の取得による支出 △148,100 －

子会社株式の取得による支出 － △2,240

長期貸付けによる支出 △3,490 △5,870

長期貸付金の回収による収入 3,837 23,889

差入保証金の差入による支出 △33,760 △43,905

差入保証金の回収による収入 853,305 748,964

その他 3,654 1,876
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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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △344,475 504,984

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,860,000 1,870,000

短期借入金の返済による支出 △2,860,000 △1,750,000

長期借入れによる収入 1,580,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △1,540,541 △1,626,796

社債の償還による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △134,661 △741

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △82,790

自己株式の売却による収入 10 －

自己株式の取得による支出 △504 △1,209

その他 － △1,915

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,697 △743,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,198 36,449

現金及び現金同等物の期首残高 3,210,887 3,369,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,096,689 3,405,489
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第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） 

１．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 

 （単位：千円） 

（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、水産物卸売事業及び米穀卸

   売事業を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△312,175千円は、主に各報告セグメントに配分していない全 

    社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

   ３．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。 

   

２．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 

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

 （単位：千円） 

（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、水産物卸売事業及び米穀卸

   売事業を含んでおります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△242,187千円は、主に各報告セグメントに配分していない全 

   社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

   ３．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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント  

その他 

（注）１

 
合計 

  
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

  
レストラン

事業  
機内食事業 

業務用冷凍

食品製造事

業 

不動産賃貸

事業 
運輸事業 計 

売上高 
  
外部顧客に対する

売上高  
 14,257,614    3,178,187 390,793 234,854 231,603 18,293,053 1,490,728  19,783,781 － 19,783,781

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高     －  1,078 616,891 － 22,688 640,658 163,524  804,183 △804,183 －

計   14,257,614  3,179,266 1,007,684 234,854 254,292 18,933,711 1,654,252  20,587,964 △804,183 19,783,781

セグメント利益又は

損失（△） 
 423,618  128,473 △175,409 46,428 △30,620 392,490 △35,944  356,545 △312,175 44,370

  報告セグメント  

その他 

（注）１

 
合計 

  
調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

  
レストラン

事業  
機内食事業 

業務用冷凍

食品製造事

業 

不動産賃貸

事業 
運輸事業 計 

売上高 
  
外部顧客に対する

売上高  
 13,048,783    2,564,410 646,475 334,918 228,712 16,823,300 1,453,973  18,277,273 － 18,277,273

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高     2  2,690 723,406 － 29,942 756,042 221,959  978,001 △978,001 －

計   13,048,786  2,567,101 1,369,881 334,918 258,655 17,579,342 1,675,932  19,255,275 △978,001 18,277,273

セグメント利益又は

損失（△） 
 455,031  △108,722 △57,979 122,655 8,695 419,680 △36,463  383,217 △242,187 141,029
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２．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 

 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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