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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 27,642 △5.5 199 ― 120 ― △159 ―
23年3月期第3四半期 29,237 △8.8 17 ― △286 ― △1,707 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △186百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,654百万円 （―％）

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3四半期 △7.13 ―
23年3月期第3四半期 △76.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 31,807 11,682 36.0
23年3月期 33,075 11,874 35.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,461百万円 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3Q 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3Q 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3Q 22,412,601 株 23年3月期3Q 22,415,411 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、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、先行き不透明な経済環境が当面継続することが予想され、消費者の外食頻度の低下

は続き、さらに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。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、連結売上高は前年同期比15億94百万円減少し、276億42百万

円となりました。利益につきましては、前期から取り組んできた様々なコスト低減策が効果を現し、収益構造が改

善された結果、連結営業利益１億99百万円、連結経常利益１億20百万円となり、四半期純損失は１億59百万円とな

りました。 

連結売上高    276億42百万円（前年同四半期連結売上高    292億37百万円） 

連結営業利益   １億99百万円（前年同四半期連結営業利益     17百万円） 

連結経常利益   １億20百万円（前年同四半期連結経常損失   ２億86百万円） 

連結四半期純損失 １億59百万円（前年同四半期連結四半期純損失 17億７百万円） 

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４店舗（前年同期３店舗）、退店８店舗（前年同期64店舗）を行い、当第３四半期連結会計期間末におけ

る店舗数は40都道府県に456店舗（ケータリング３工場を含む。）となりました。改装は26店舗実施し、このうち

19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194億31百万円（前年同期比6.2％減）、セグメント利益は５億68百万円

（前年同期比１億17百万円増）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39億24百万円（前年同期比14.0％減）、セグメント損失１億３百万円（前年

同四半期は１億37百万円の利益）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10億23百万円（前年同期比38.4％増）、セグメント損失47百万

円（前年同四半期は１億76百万円の損失）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５億４百万円（前年同期比27.5％増）、セグメント利益１億91百万円

（前年同四半期比93百万円増）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３億42百万円（前年同期比1.4％減）、セグメント利益19百万円（前年同四半

期は29百万円の損失）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ましたが、仕入単価の上昇によ

り増収減益となりました。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24億16百万円（前年同期比2.8％減）、セグメント損失59百万円（前年同四半期

は24百万円の損失）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３四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12億67百万円減少し、318億７百万円

となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は116億82百万円となり、四半期純損失１億59百万円の計上等によ

り前連結会計年度末に比べて１億92百万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36.0％となりました。  

１．当四半期決算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３四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３

億31百万円減少し、30億37百万円となりました。 

当第３四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４億35百万円

の獲得（前年同四半期は３億46百万円の獲得）、投資活動によるキャッシュ・フローが８億45百万円の収入（前年

同四半期は10百万円の獲得）、財務活動によるキャッシュ・フローが16億12百万円の支出（前年同四半期は８億18

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99百万円、減価償却費６億70百万円を計上いたしました。また、売上債権が５億56

百万円増加し、仕入債務が４億11百万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２億72百万円、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11億73百万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25億30百万円及び短期借入金の返済による支出24億10百万円、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24億54百万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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,369,039 3,037,900

預け金 836,611 1,005,945

売掛金 1,093,175 1,478,694

商品及び製品 113,794 165,893

原材料及び貯蔵品 209,169 283,740

短期貸付金 1,190 260

その他 281,244 354,550

貸倒引当金 △4,248 △8,342

流動資産合計 5,899,976 6,318,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,012,477 24,554,882

減価償却累計額 △17,430,135 △17,424,914

建物及び構築物（純額） 7,582,341 7,129,967

機械装置及び運搬具 2,101,049 2,091,852

減価償却累計額 △1,989,011 △1,998,533

機械装置及び運搬具（純額） 112,037 93,319

工具、器具及び備品 1,315,116 1,373,306

減価償却累計額 △1,068,553 △1,111,559

工具、器具及び備品（純額） 246,562 261,746

土地 7,850,773 7,850,759

建設仮勘定 － 2,365

有形固定資産合計 15,791,716 15,338,158

無形固定資産   

のれん 30,776 21,457

その他 227,976 187,250

無形固定資産合計 258,752 208,708

投資その他の資産   

投資有価証券 2,354,175 2,320,717

長期貸付金 162,561 140,475

差入保証金 8,585,100 7,430,822

その他 115,317 92,844

貸倒引当金 △91,962 △42,503

投資その他の資産合計 11,125,193 9,942,356

固定資産合計 27,175,662 25,489,222

資産合計 33,075,638 31,807,865
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 942,731 1,354,339

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 4,419,024

1年内償還予定の社債 1,300,000 1,300,000

未払金 175,432 175,137

1年内返済予定の長期未払金 49,897 3,699

未払費用 1,507,204 1,570,529

リース債務 166,587 182,920

1年内リース資産減損勘定 68,905 43,563

未払法人税等 193,760 157,798

未払消費税等 62,721 122,264

資産除去債務 47,450 69,154

その他 272,586 207,832

流動負債合計 9,727,398 10,026,265

固定負債   

長期借入金 7,253,912 5,870,365

長期未払金 163,239 147,480

繰延税金負債 1,702,570 1,703,389

リース債務 316,091 239,385

長期リース資産減損勘定 138,809 119,853

退職給付引当金 267,952 274,209

転貸損失引当金 － 60,637

資産除去債務 1,084,391 1,060,808

その他 546,870 623,305

固定負債合計 11,473,837 10,099,435

負債合計 21,201,235 20,125,700

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 △1,024,229

自己株式 △164,428 △165,638

株主資本合計 11,575,965 11,415,033

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 46,237

その他の包括利益累計額合計 39,621 46,237

少数株主持分 258,816 220,893

純資産合計 11,874,403 11,682,165

負債純資産合計 33,075,638 31,807,865
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 29,237,254 27,642,664

売上原価 17,731,023 16,880,695

売上総利益 11,506,230 10,761,968

販売費及び一般管理費 11,488,374 10,562,927

営業利益 17,855 199,040

営業外収益   

受取利息 4,773 4,334

受取配当金 2,770 1,884

仕入割引 79,209 59,898

賃貸料収入 74,346 85,915

貸倒引当金戻入額 － 47,803

その他 79,112 43,350

営業外収益合計 240,212 243,187

営業外費用   

支払利息 163,271 152,010

借入手数料 49,972 67,341

長期前払費用償却 4,533 2,403

賃貸費用 44,029 46,273

持分法による投資損失 269,733 40,894

その他 13,158 13,082

営業外費用合計 544,698 322,005

経常利益又は経常損失（△） △286,631 120,222

特別利益   

固定資産売却益 6,630 3,953

貸倒引当金戻入額 8,831 －

退店に伴う補償金 6,110 －

受取保険金 19,885 －

その他 5,104 7,650

特別利益合計 46,561 11,603

特別損失   

固定資産除却損 49,190 32,076

減損損失 148,703 99,740

投資有価証券評価損 464 －

貸倒損失 － 12,578

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 61,403 22,333

特別損失合計 1,336,864 231,316

税金等調整前四半期純損失（△） △1,576,933 △99,489

法人税、住民税及び事業税 97,184 93,495

法人税等調整額 △30,990 －

法人税等合計 66,193 93,495

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,643,127 △192,985

少数株主利益又は少数株主損失（△） 64,581 △33,263

四半期純損失（△） △1,707,708 △159,721
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,643,127 △192,985

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,902 5,960

持分法適用会社に対する持分相当額 △144 656

その他の包括利益合計 △11,047 6,616

四半期包括利益 △1,654,174 △186,368

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,718,753 △153,097

少数株主に係る四半期包括利益 64,579 △33,271
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12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損失（△） △1,576,933 △99,489

減価償却費 799,283 670,371

減損損失 148,703 99,740

貸倒損失 － 12,578

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 14,748 10,204

のれん償却額 9,318 8,825

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,704 6,257

破産更生債権等の増減額（△は増加） △6,727 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,379 △45,364

転貸損失引当金の増減額（△は減少） － 60,637

受取利息及び受取配当金 △7,543 △6,219

支払利息 163,271 152,010

投資有価証券評価損益（△は益） 464 －

有形固定資産売却損益（△は益） △6,630 △3,953

有形固定資産除却損 49,190 32,076

売上債権の増減額（△は増加） △141,844 △556,327

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,013 △126,669

仕入債務の増減額（△は減少） 208,603 411,608

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,000 71,487

持分法による投資損益（△は益） 305,592 40,894

その他 △272,994 △51,516

小計 632,916 687,152

利息及び配当金の受取額 7,543 6,219

利息の支払額 △154,126 △150,702

法人税等の支払額 △139,508 △106,747

営業活動によるキャッシュ・フロー 346,825 435,921

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 △1,163,859 △272,260

無形固定資産の取得による支出 △2,377 △3,406

長期前払費用の取得による支出 △12,817 △4,657

店舗撤去に伴う支出 △116,044 △33,371

有形固定資産の売却による収入 63,711 12,188

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 △8,110 △11,390

長期貸付金の回収による収入 6,604 29,270

差入保証金の差入による支出 △52,979 △45,136

差入保証金の回収による収入 1,439,181 1,173,603

その他 5,062 2,533

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,270 845,132
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 4,430,000 2,530,000

短期借入金の返済による支出 △4,310,000 △2,410,000

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 △2,333,468 △2,454,643

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △123,613

社債の償還による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △134,798 △811

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 △703 △1,209

その他 － △1,915

財務活動によるキャッシュ・フロー △818,959 △1,612,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △461,863 △331,139

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 2,749,023 3,037,900
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△437,230千円は、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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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△371,198千円は、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  
 20,705,491    4,564,711 738,984 395,512 347,151 26,751,850 2,485,403  29,237,254 － 29,237,254

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高     －  2,343 989,491 － 37,890 1,029,725 247,846  1,277,572 △1,277,572 －

計   20,705,491  4,567,054 1,728,476 395,512 385,041 27,781,576 2,733,250  30,514,826 △1,277,572 29,237,254

セグメント利益又は

損失（△） 
 451,111  137,017 △176,555 97,255 △29,682 479,145 △24,060  455,085 △437,230 17,855

  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  
 19,431,651    3,924,611 1,023,012 504,395 342,455 25,226,127 2,416,536  27,642,664 － 27,642,664

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高     2  4,503 1,148,581 － 44,506 1,197,594 362,416  1,560,010 △1,560,010 －

計   19,431,654  3,929,114 2,171,594 504,395 386,962 26,423,721 2,778,953  29,202,675 △1,560,010 27,642,664

セグメント利益又は

損失（△） 
 568,996  △103,391 △47,158 191,101 19,990 629,537 △59,298  570,239 △371,198 199,040
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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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