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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 13,127 △4.7 98 △39.5 329 0.3 313 40.3
25年3月期第1四半期 13,778 0.2 163 △33.7 328 △18.1 223 5.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 323百万円 （41.3％） 25年3月期第1四半期 229百万円 （13.8％）

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

26年3月期第1四半期 31.42 ―

25年3月期第1四半期 22.40 ―

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

26年3月期第1四半期 39,344 16,236 41.0 1,614.84
25年3月期 39,615 16,012 40.2 1,593.06

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  16,124百万円 25年3月期  15,907百万円

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

25年3月期 ― 12.00 ― 10.00 22.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 12.00 ― 19.00 31.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 26,594 △3.8 338 △20.9 531 △22.8 411 34.0 41.25
通期 54,724 1.5 962 83.6 1,375 14.3 1,047 49.5 104.91



(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ます。なお、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は終了いたしております。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は様々な要
因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ３ 「1.当四
半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 11,025,032 株 25年3月期 11,025,032 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,039,637 株 25年3月期 1,039,637 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 9,985,395 株 25年3月期1Q 9,985,425 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権下での経済政策や金融政策への期待感から、円安の進

行と株価回復の動きもあり、景況感は徐々に穏やかな改善の兆しが見られるものの、家計の可処分所得の上昇、消

費動向の向上といった顕著な改善に至っておらず、実体経済の回復には未だ不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中、持ち帰り弁当事業では、食に対する安心、安全への「こだわり」をビジネスの中心に据

え、多様化する消費者のニーズに対し、メニュー開発、接客マナーの向上に努めるとともに、店舗のブラッシュア

ップとスクラップアンドビルドを進めてまいりました。店舗委託事業においては、新規業務委託先の獲得による事

業の拡大、未稼働店舗の圧縮、また関西圏での認知度の向上、市場拡大に努めてまいりました。 

  また、グループ経営においては、平成25年４月１日付にて連結子会社２社間にて、合併を行っております。 

  このような中、当第１四半期連結累計期間の売上高131億27百万円（前年同期比4.7％減）、営業利益98百万円

（前年同期比39.5％減）、経常利益３億29百万円（前年同期比0.3％増）、四半期純利益３億13百万円（前年同期

比40.3％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

    ①持ち帰り弁当事業  

  地域の人たちの豊かな食生活に貢献する「わたしの街の台所」として、手作りによる家庭の温もり、まごころ、

安心感をお届けする信頼の食を追求いたしております。また、多様化するニーズにお応えすべく、新商品の販売、

現行メニューや季節メニューのリニューアル、要望を多数いただいた商品の再販売を行ってまいりました。 

  持ち帰り弁当事業の売上高は59億25百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は３億６百万円（前年同期比

21.3％減）となりました。   

   ②店舗委託事業 

  外食業界における消費者の選別志向・生活防衛意識が相変わらず根強く、お客様の低価格志向の定着や異業種を

含めた企業間競争など厳しい経営環境が続いております。そのような中、未稼働店舗の家賃負担の低減や優良委託

店舗の発掘等により利益率向上に努めてまいりました。 

  店舗委託事業の売上高は58億96百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は55百万円（前年同期比344.6％増）と

なりました。  

    ③店舗管理事業 

  店舗管理事業におきましては、商業施設間の競合、地域間の競争が激しく依然として不透明な環境が続いており

ます。そのような中、保有物件の管理料削減等、事業の効率化を進めてまいりました。 

 店舗管理事業の売上高は１億47百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は86百万円（前年同期比2.2％増）とな

りました。  

   ④店舗直営事業 

  店舗直営事業においては、引き続き衛生と鮮度に重きを置き、熟練の技による選りすぐりの素材を提供しており

ます。前期より進めてまいりました不採算店舗の閉鎖により売上高は減少しておりますが、各種イベントにより既

存店のお客様単価は上昇いたしております。 

  店舗直営事業の売上高は５億41百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は32百万円（前年同期比198.6％増）と

なりました。  

   ⑤その他の事業 

  フレッシュ・ベーカリー事業においては、生産効率の向上と既存商品の改良に注力いたしました。人気の蒸しパ

ンシリーズに抹茶を追加、また夏向け商品として、クリームのだれないシェラトンブルーベリーや牛すじ入りの揚

げていない焼きカレーパンを発売し、好評をいただいております。 

  物流関連事業につきましては、既存インフラの強化とともに、グループ外向け事業の拡大を推進しております。

  その他事業の売上高は、６億16百万円（前年同期比19.8％減）、営業損失は21百万円（前年同期は営業利益39百

万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億71百万円減少し、393億44百万円となり 

ました。主な要因として、建物等の有形固定資産の減少１億49百万円、長期未収入金の減少１億30百万円によるも

のです。負債は、前連結会計年度末に比べ４億95百万円減少し、231億７百万円となりました。主な要因として、

長期借入金の減少２億59百万円、一年以内返済予定長期借入金の減少１億83百万円によるものです。  

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ２億23百万円増加し、162億36百万円となりました。  

自己資本比率は前連結会計年度末の40.2％から0.8ポイント上昇し、41.0％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当第１四半期累計期間の連結業績は想定した範囲内の実績であり、平成26年３月期通期及び第２四半期累計期間

の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

   

     

（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。 

  なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結累計期間において、株式会社アサヒ物流

を吸収合併存続会社とし、株式会社ハーツフードサービスを吸収合併消滅会社とする合併により、連結の範囲から

株式会社ハーツフードサービスを除外しております。   

   

（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（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,438,736 5,380,508

受取手形及び売掛金 2,284,643 2,225,589

商品及び製品 602,658 669,704

原材料及び貯蔵品 131,185 120,335

繰延税金資産 120,227 217,777

その他 1,441,159 1,375,289

貸倒引当金 △109,401 △108,866

流動資産合計 9,909,208 9,880,338

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,698,534 7,536,971

機械装置及び運搬具（純額） 75,127 70,356

工具、器具及び備品（純額） 471,373 452,897

土地 12,194,216 12,194,216

リース資産（純額） 113,579 152,723

建設仮勘定 5,000 750

有形固定資産合計 20,557,832 20,407,915

無形固定資産   

のれん 227,204 213,450

その他 148,177 192,725

無形固定資産合計 375,381 406,176

投資その他の資産   

投資有価証券 1,614,809 1,623,709

長期貸付金 386,045 378,103

敷金及び保証金 5,790,682 5,750,622

繰延税金資産 115,454 119,941

長期未収入金 1,813,343 1,682,794

その他 821,153 761,711

貸倒引当金 △1,768,540 △1,667,168

投資その他の資産合計 8,772,947 8,649,713

固定資産合計 29,706,161 29,463,805

資産合計 39,615,370 39,344,143



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,529,433 2,487,716

短期借入金 814,000 805,000

1年内返済予定の長期借入金 4,173,140 3,989,290

未払金 1,057,178 1,104,141

未払法人税等 128,662 97,719

未払消費税等 89,782 102,090

賞与引当金 165,868 259,707

預り金 1,517,789 1,546,483

その他 1,689,433 1,638,378

流動負債合計 12,165,287 12,030,528

固定負債   

社債 92,500 75,000

長期借入金 6,347,250 6,087,740

退職給付引当金 42,498 45,327

負ののれん 561,540 477,712

長期預り保証金 3,367,882 3,354,306

繰延税金負債 367,758 366,520

資産除去債務 316,283 311,300

その他 341,559 359,009

固定負債合計 11,437,272 11,076,916

負債合計 23,602,559 23,107,445

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,036,649 4,036,649

資本剰余金 3,930,816 3,930,816

利益剰余金 9,403,868 9,617,712

自己株式 △1,515,077 △1,515,077

株主資本合計 15,856,257 16,070,101

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51,062 54,691

その他の包括利益累計額合計 51,062 54,691

少数株主持分 105,490 111,905

純資産合計 16,012,810 16,236,698

負債純資産合計 39,615,370 39,344,143



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 13,778,023 13,127,288

売上原価 10,555,675 10,043,181

売上総利益 3,222,348 3,084,107

販売費及び一般管理費 3,059,217 2,985,407

営業利益 163,131 98,699

営業外収益   

受取利息 4,144 3,438

受取配当金 3,124 3,525

受取賃貸料 55,383 61,390

負ののれん償却額 83,827 83,827

業務委託解約益 52,738 55,730

持分法による投資利益 1,886 7,899

その他 62,321 94,197

営業外収益合計 263,425 310,009

営業外費用   

支払利息 45,284 27,664

賃貸費用 15,270 14,632

業務委託解約損 7,383 7,401

その他 29,951 29,407

営業外費用合計 97,889 79,105

経常利益 328,667 329,603

特別利益   

固定資産売却益 33,073 20,888

受取和解金 7,060 －

その他 1,800 1,660

特別利益合計 41,933 22,548

特別損失   

固定資産除却損 18,719 22,556

固定資産売却損 828 308

減損損失 － 10,925

その他 8,726 2,221

特別損失合計 28,274 36,011

税金等調整前四半期純利益 342,326 316,140

法人税、住民税及び事業税 123,075 96,627

法人税等調整額 △18,127 △100,664

法人税等合計 104,947 △4,037

少数株主損益調整前四半期純利益 237,379 320,177

少数株主利益 13,668 6,414

四半期純利益 223,710 313,763



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 237,379 320,177

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,707 △2,520

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,573 6,149

その他の包括利益合計 △8,281 3,629

四半期包括利益 229,098 323,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 215,429 317,392

少数株主に係る四半期包括利益 13,668 6,414



  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  

  

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない事業セグメントであり、物流事業、フレッシ

ュ・べーカリー事業、店舗総合サービス事業、レストラン事業等を含んでおります。  

    ２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トには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

トに帰属しない親会社である当社管理部門に係る費用であります。 

  ３．セグメント利益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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

持ち帰り
弁当事業 

店舗委託事業 店舗管理事業 店舗直営事業 計

売上高  

 外部顧客への売上高  6,178,209  6,080,543  149,863  600,637  13,009,253

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 79,607  7,140  －  12,000  98,747

計  6,257,816  6,087,684  149,863  612,637  13,108,001

セグメント利益  388,814  12,386  85,033  10,970  497,205

  
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 

  

売上高  

 外部顧客への売上高  768,770  13,778,023  －  13,778,023

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 917,139  1,015,887  △1,015,887  －

計  1,685,909  14,793,910  △1,015,887  13,778,023

セグメント利益  39,402  536,608  △373,476  163,131   

△373,476 6,184

△379,661



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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  

  

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない事業セグメントであり、物流事業、フレッシ

ュ・べーカリー事業、店舗総合サービス事業、レストラン事業等を含んでおります。  

    ２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トには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

トに帰属しない親会社である当社管理部門に係る費用であります。 

  ３．セグメント利益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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

持ち帰り
弁当事業 

店舗委託事業 店舗管理事業 店舗直営事業 計

売上高  

 外部顧客への売上高  5,925,063  5,896,685  147,105  541,743  12,510,597

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 63,795  8,178  －  4,000  75,973

計  5,988,858  5,904,864  147,105  545,743  12,586,571

セグメント利益又は損失（△）  306,186  55,076  86,909  32,761  480,934

  
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 

  

売上高  

 外部顧客への売上高  616,690  13,127,288  －  13,127,288

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 736,861  812,835  △812,835  －

計  1,353,551  13,940,123  △812,835  13,127,288

セグメント利益又は損失（△）  △21,625  459,309  △360,609  98,699   

△360,609 6,073

△366,682
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