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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 8,781 0.8 △136 ― △173 ― 1,366 ―
24年3月期第1四半期 8,714 △9.2 △178 ― △191 ― △255 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,420百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △284百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 60.99 ―
24年3月期第1四半期 △11.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 30,289 13,565 44.0
24年3月期 31,086 12,010 37.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,331百万円 24年3月期  11,777百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 18,482 1.1 331 134.8 316 259.1 1,737 ― 77.50
通期 36,837 1.2 792 175.0 751 363.6 2,084 ― 93.01



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページの「2.サマリー情報
（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 22,610,359 株 24年3月期 22,610,359 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 200,605 株 24年3月期 199,946 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 22,410,248 株 24年3月期1Q 22,413,966 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から緩やかに回復の兆しが見られたもの

の、電気料金の値上げ、消費税増税の動きなどにより消費ムードが後退し、個人消費が厳しく落ち込みました。 

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１四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66百万円増加し、87億81百万円とな

りました。利益につきましては、前期から取り組んでいる様々な原価をはじめとしたコスト低減策を継続した結

果、連結営業損失１億36百万円、連結経常損失１億73百万円となり、特別利益で元気寿司㈱の株式の一部を売却し

たことによる関係会社株式売却益15億72百万円計上により四半期純利益13億66百万円となりました。 

連結売上高     87億81百万円（前年同四半期連結売上高    87億14百万円） 

連結営業損失    １億36百万円（前年同四半期連結営業損失   １億78百万円） 

連結経常損失    １億73百万円（前年同四半期連結経常損失   １億91百万円） 

連結四半期純利益  13億66百万円（前年同四半期連結四半期純損失 ２億55百万円） 

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３店舗（前年同期２店舗）、退店５店舗（前年同期３店舗）を行い、当第１四半期連結会計期間末におけ

る店舗数は40都道府県に447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

13店舗の業態変更を行いました。収益力の高い業態変更効果により増収になりましたが、新店及び業態変更店のオ

ープニング費用の増加により減益となりました。 

以上の結果、レストラン事業の売上高は63億３百万円（前年同期比1.8％増）、セグメント利益は29百万円（前

年同四半期は57百万円の利益）となりました。 

（機内食事業）  

関西国際空港における旅客数が、昨年の東日本大震災の影響から緩やかに回復基調に入り増加したことにより増

収増益となりました。 

以上の結果、機内食事業の売上高は13億30百万円（前年同期比13.1％増）、セグメント損失36百万円（前年同四

半期は１億10百万円の損失）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）の製造受注が減少した事により減収減益となりました。 

以上の結果、業務用冷凍食品製造事業の売上高は２億37百万円（前年同期比22.0％減）、セグメント損失40百万

円（前年同四半期は30百万円の損失）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

大阪木津市場㈱の地方卸売市場の入居率はほぼ前期並みに推移しました。 

以上の結果、不動産賃貸事業の売上高は１億65百万円（前年同期比1.0％減）、セグメント利益67百万円（前年

同四半期は60百万円の利益）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増加により増収増益となりました。 

以上の結果、運輸事業の売上高は１億21百万円（前年同期比4.5％増）、セグメント利益５百万円（前年同四半

期は３百万円の利益）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、魚介の卸売数量が減少したことにより減収減益となりま

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６億24百万円（前年同期比17.8％減）、セグメント損失14百万円（前年同四半期

は８百万円の損失）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１四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７億96百万円減少し、302億89百万円

となりました。 

また、当第１四半期連結会計期間末の純資産は135億65百万円となり、四半期純利益13億66百万円の計上等によ

り前連結会計年度末に比べて15億55百万円増加いたしました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の

37.9％から44.0％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１四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６

億88百万円増加し、38億91百万円となりました。 

当第１四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43百万円の獲

得（前年同四半期は２億53百万円の支出）、投資活動によるキャッシュ・フローが29億42百万円の収入（前年同四

半期は２億79百万円の収入）、財務活動によるキャッシュ・フローが22億97百万円の支出（前年同四半期は６億34

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利益14億23百万円、減価償却費２億33百万円、関係会社株式売却益15億72百万円の計上等

を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

元気寿司㈱株式の一部の売却による関係会社株式の売却による収入30億92百万円、業態変更・改装等に伴う有形

固定資産の取得による支出を２億51百万円、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１億58百

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） 

長期借入金の返済による支出22億６百万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24年５月30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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

  

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,202,679 3,959,957 

預け金 940,110 835,783 

売掛金 1,152,930 1,085,641 

商品及び製品 144,148 182,935 

原材料及び貯蔵品 170,584 174,682 

短期貸付金 7,169 6,645 

繰延税金資産 91,326 91,326 

その他 270,697 303,199 

貸倒引当金 △5,677 △5,431 

流動資産合計 5,973,967 6,634,741 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,367,287 24,462,209 

減価償却累計額 △17,406,535 △17,447,955 

建物及び構築物（純額） 6,960,752 7,014,253 

機械装置及び運搬具 2,085,258 2,109,507 

減価償却累計額 △2,000,897 △2,006,275 

機械装置及び運搬具（純額） 84,361 103,232 

工具、器具及び備品 1,347,092 1,348,786 

減価償却累計額 △1,105,650 △1,102,299 

工具、器具及び備品（純額） 241,441 246,486 

土地 7,814,235 7,814,235 

有形固定資産合計 15,100,791 15,178,208 

無形固定資産   

のれん 18,351 15,245 

その他 174,847 188,663 

無形固定資産合計 193,199 203,909 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,355,803 992,257 

長期貸付金 134,022 131,866 

差入保証金 7,257,659 7,077,606 

繰延税金資産 27,730 29,070 

その他 86,381 85,576 

貸倒引当金 △43,388 △43,950 

投資その他の資産合計 9,818,209 8,272,428 

固定資産合計 25,112,200 23,654,546 

資産合計 31,086,167 30,289,287 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,166,923 1,119,033 

短期借入金 420,000 420,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,499,582 2,887,665 

未払金 217,900 228,017 

未払費用 1,541,612 1,560,318 

リース債務 183,951 158,290 

1年内リース資産減損勘定 43,563 43,563 

未払法人税等 207,862 85,745 

未払消費税等 129,364 129,933 

資産除去債務 48,676 58,875 

その他 197,743 251,768 

流動負債合計 7,657,180 6,943,211 

固定負債   

長期借入金 7,509,739 5,914,683 

長期未払金 147,480 132,306 

リース債務 193,008 130,791 

長期リース資産減損勘定 101,375 92,136 

繰延税金負債 1,457,625 1,479,071 

退職給付引当金 280,128 280,674 

資産除去債務 1,065,602 1,102,816 

転貸損失引当金 50,158 41,184 

その他 613,802 607,091 

固定負債合計 11,418,919 9,780,757 

負債合計 19,076,099 16,723,969 

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 △717,966 784,356 

自己株式 △166,106 △166,422 

株主資本合計 11,720,828 13,222,835 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 56,972 108,785 

その他の包括利益累計額合計 56,972 108,785 

少数株主持分 232,267 233,696 

純資産合計 12,010,067 13,565,318 

負債純資産合計 31,086,167 30,289,287 
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,714,835 8,781,786 

売上原価 5,351,919 5,378,265 

売上総利益 3,362,916 3,403,520 

販売費及び一般管理費 3,541,855 3,540,160 

営業損失（△） △178,939 △136,639 

営業外収益   

受取利息 3,909 3,877 

受取配当金 961 967 

仕入割引 24,865 2,496 

賃貸料収入 26,033 29,862 

貸倒引当金戻入額 32,370 903 

その他 11,865 14,455 

営業外収益合計 100,006 52,564 

営業外費用   

支払利息 52,690 45,047 

借入手数料 － 1,075 

長期前払費用償却 949 － 

賃貸費用 16,769 15,656 

持分法による投資損失 40,779 25,539 

その他 1,852 2,526 

営業外費用合計 113,041 89,846 

経常損失（△） △191,974 △173,921 

特別利益   

固定資産売却益 339 － 

関係会社株式売却益 － 1,572,434 

国庫補助金 － 59,015 

その他 － 7,235 

特別利益合計 339 1,638,684 

特別損失   

固定資産除却損 10,457 29,370 

減損損失 342 － 

転貸損失引当金繰入額 36,000 － 

その他 13,500 11,589 

特別損失合計 60,299 40,960 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）

△251,933 1,423,803 

法人税、住民税及び事業税 31,699 32,292 

法人税等調整額 － 21,446 

法人税等合計 31,699 53,738 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△283,633 1,370,064 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △28,201 3,327 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △255,431 1,366,736 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△283,633 1,370,064 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,787 51,222 

持分法適用会社に対する持分相当額 752 △400 

その他の包括利益合計 △1,035 50,821 

四半期包括利益 △284,668 1,420,886 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △256,464 1,417,562 

少数株主に係る四半期包括利益 △28,204 3,323 
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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１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６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又は税金等調整前四半

期純損失（△）

△251,933 1,423,803 

減価償却費 225,311 233,345 

減損損失 342 － 

長期前払費用償却額 3,598 2,943 

のれん償却額 2,613 3,106 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,141 546 

破産更生債権等の増減額（△は増加） △367 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,297 315 

転貸損失引当金の増減額（△は減少） 36,000 △8,973 

受取利息及び受取配当金 △4,870 △4,845 

支払利息 52,690 45,047 

国庫補助金 － △59,015 

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,572,434 

固定資産除売却損益（△は益） 10,117 29,370 

売上債権の増減額（△は増加） △85,785 171,615 

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,475 △42,886 

仕入債務の増減額（△は減少） 18,700 △47,890 

未払消費税等の増減額（△は減少） 88,446 △2,330 

持分法による投資損益（△は益） 40,779 30,039 

その他 △235,752 △45,221 

小計 △150,741 156,536 

利息及び配当金の受取額 4,870 4,840 

利息の支払額 △47,742 △44,950 

法人税等の支払額 △59,650 △73,296 

営業活動によるキャッシュ・フロー △253,263 43,130 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

補助金の受取額 － 59,015 

有形固定資産の取得による支出 △108,877 △251,473 

無形固定資産の取得による支出 △730 △28,455 

長期前払費用の取得による支出 △4,277 △4,612 

店舗撤去に伴う支出 △7,369 △8,390 

関係会社株式の売却による収入 － 3,092,000 

有形固定資産の売却による収入 8,563 － 

長期貸付けによる支出 △5,160 △2,100 

長期貸付金の回収による収入 19,949 4,404 

差入保証金の差入による支出 △17,376 △7,191 

差入保証金の回収による収入 393,541 158,016 

定期預金の預入による支出 － △68,950 

その他 993 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 279,255 2,942,263 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30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 1,150,000 720,000 

短期借入金の返済による支出 △1,030,000 △720,000 

長期借入れによる収入 100,000 － 

長期借入金の返済による支出 △811,289 △2,206,973 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41,271 △87,877 

自己株式の取得による支出 △224 △315 

その他 △1,912 △1,898 

財務活動によるキャッシュ・フロー △634,698 △2,297,065 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △608,706 688,327 

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,039 3,202,679 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,760,333 3,891,007 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６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△149,714千円は、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損失（△）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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  

  6,191,946    1,176,657  304,130  166,891  116,113  7,955,738  759,096  8,714,835  －  8,714,835

  

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

    －  1,157  367,155  －  15,045  383,357  96,758  480,116  △480,116  －

計   6,191,946  1,177,814  671,285  166,891  131,158  8,339,096  855,855  9,194,951  △480,116  8,714,835

セグメント利益又は

損失（△） 

 57,088  △110,638  △30,868  60,851  3,237  △20,329  △8,896  △29,225  △149,714  △178,939

  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  

  6,303,225    1,330,488  237,224  165,268  121,314  8,157,521  624,264  8,781,786  －  8,781,786

  

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

    －  1,306  359,337  －  14,228  374,873  133,702  508,575  △508,575  －

計   6,303,225  1,331,794  596,562  165,268  135,543  8,532,394  757,967  9,290,361  △508,575  8,781,786

セグメント利益又は

損失（△） 

 29,377  △36,551  △40,981  67,945  5,123  24,913  △14,960  9,952  △146,592  △136,639
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（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△146,592千円は、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損失（△）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。 

   

３．報告セグメントの変更等に関する事項  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。  

  

  

該当事項はありません。   

   

（７）重要な後発事象
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