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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 8,531 △2.8 △91 ― △86 ― △219 ―
25年3月期第1四半期 8,781 0.8 △136 ― △173 ― 1,366 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △198百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 1,420百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △9.82 ―
25年3月期第1四半期 60.99 ―

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 29,604 13,806 45.8 605.69
25年3月期 31,113 14,276 45.1 626.63
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  13,571百万円 25年3月期  14,041百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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) 17,732 △2.6 386 45.7 382 71.3 219 △86.6 9.79
通期 35,701 △0.6 985 86.6 950 97.1 792 △59.4 35.34



(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づく四
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続き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   ：  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 22,610,359 株 25年3月期 22,610,359 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 203,000 株 25年3月期 202,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 22,407,609 株 25年3月期1Q 22,410,248 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、円安及び株価上昇のトレンドに入り景気回復の基調が見られ

ますが、消費税率の引き上げ予測などにより依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

外食産業を取り巻く環境は、依然として個人所得においては回復の兆しがはっきり見えておらず、消費者の外食

頻度の低下は続いており、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につきましては、連結売上高は前年同期比２億49百万円減少し、85億31百万円となり

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91百万円、連結経常損失86百万円となり、特別損失で連結子会社㈱エイエイエスケータリングにおい

て早期希望退職による早期割増退職金２億65百万円計上等により四半期純損失２億19百万円となりました。  

 連結売上高    85億31百万円（前年同四半期連結売上高     87億81百万円） 

 連結営業損失     91百万円（前年同四半期連結営業損失    １億36百万円） 

 連結経常損失     86百万円（前年同四半期連結経常損失    １億73百万円） 

 連結四半期純損失 ２億19百万円（前年同四半期連結四半期純利益 13億66百万円）  

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、業績不振店舗の改装・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２店舗（前年同期５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39都道府

県に441店舗（３工場を含む。）となりました。改装は８店舗実施し、このうち６店舗の業態変更を行いました。

新店及び業態変更店の売上が伸び悩み減収となりましたが、コストコントロールによる収益性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62億56百万円（前年同期比0.7％減）、セグメント利益は78百万円（前

年同期は29百万円の利益）となりました。 

（機内食事業）  

航空会社との契約変更等により減収になりましたが、原材料及び労務費等のコストコントロールを実施した結果

増益となりました。 

以上の結果、機内食事業の売上高は10億36百万円（前年同期比22.1％減）、セグメント損失23百万円（前年同期

は36百万円の損失）となりました。 

（業務用冷凍食品製造事業） 

りんくう工場の冷凍食品の製造受注が増加した事により増収となりましたが、製造コストアップにより減益とな

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２億39百万円（前年同期比0.8％増）、セグメント損失45百万

円（前年同期は40百万円の損失）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１億67百万円（前年同期比1.1％増）、セグメント利益72百万円（前年

同期は67百万円の利益）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減少により減収減益となりました。 

以上の結果、運輸事業の売上高は１億16百万円（前年同期比4.0％減）、セグメント利益０百万円（前年同期は

５百万円の利益）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、魚介の卸売数量が増加したことにより増収増益となりま

した。日本食糧卸㈱で展開しております米穀卸売事業は、受注量が増加したことにより増収増益となりました。 

以上の結果、その他の売上高は７億16百万円（前年同期比14.7％増）、セグメント損失12百万円（前年同期は14

百万円の損失）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ15億９百万円減少して296億４百

万円となりました。これは主に現金及び預金が15億円減少したことによるものであります。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ10億39百万円減少して157億97百

万円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金が３億62百万円、長期借入金が４億29百万円減少した

１．当四半期決算に関する定性的情報
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ことによるものであります。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ４億70百万円減少して138億６

百万円となりました。これは主に四半期純損失２億19百万円の計上及び配当金の支払い２億68百万円によるもので

あります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1％から45.8％となりました。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年５月13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（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 5,210,477 3,710,314 

預け金 887,601 777,327 

売掛金 1,194,995 1,146,673 

商品及び製品 153,895 156,797 

原材料及び貯蔵品 172,110 176,085 

短期貸付金 10,007 3,617 

繰延税金資産 245,859 245,859 

その他 253,493 284,493 

貸倒引当金 △3,590 △3,571 

流動資産合計 8,124,851 6,497,597 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,291,275 24,460,295 

減価償却累計額 △17,633,409 △17,760,741 

建物及び構築物（純額） 6,657,865 6,699,554 

機械装置及び運搬具 2,103,333 2,101,803 

減価償却累計額 △2,004,980 △2,007,553 

機械装置及び運搬具（純額） 98,352 94,249 

工具、器具及び備品 1,344,710 1,383,819 

減価償却累計額 △1,138,237 △1,151,951 

工具、器具及び備品（純額） 206,473 231,868 

土地 7,809,087 7,809,087 

建設仮勘定 22,490 89,458 

有形固定資産合計 14,794,269 14,924,217 

無形固定資産   

のれん 5,927 2,821 

その他 144,387 131,033 

無形固定資産合計 150,315 133,854 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,135,353 1,157,416 

長期貸付金 121,380 119,606 

差入保証金 6,741,668 6,711,119 

繰延税金資産 14,680 12,338 

その他 69,955 79,702 

貸倒引当金 △38,636 △31,725 

投資その他の資産合計 8,044,401 8,048,457 

固定資産合計 22,988,986 23,106,529 

資産合計 31,113,837 29,604,126 
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（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 1,139,290 1,058,664 

短期借入金 100,000 70,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,322,765 1,960,324 

未払金 163,607 272,213 

未払費用 1,529,304 1,540,925 

リース債務 136,446 99,804 

1年内リース資産減損勘定 43,563 43,563 

未払法人税等 178,454 51,855 

未払消費税等 109,398 129,388 

賞与引当金 38,923 31,092 

資産除去債務 27,987 28,803 

その他 201,179 239,145 

流動負債合計 5,990,922 5,525,781 

固定負債   

長期借入金 7,163,885 6,734,107 

長期未払金 113,890 112,060 

リース債務 34,307 30,987 

長期リース資産減損勘定 50,560 36,702 

繰延税金負債 1,457,625 1,457,625 

退職給付引当金 287,153 160,011 

資産除去債務 1,113,300 1,120,586 

転貸損失引当金 38,712 38,666 

その他 586,886 581,053 

固定負債合計 10,846,322 10,271,800 

負債合計 16,837,245 15,797,581 

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 1,366,778 877,913 

自己株式 △167,519 △167,868 

株主資本合計 13,804,160 13,314,946 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 237,250 256,971 

その他の包括利益累計額合計 237,250 256,971 

少数株主持分 235,181 234,626 

純資産合計 14,276,592 13,806,544 

負債純資産合計 31,113,837 29,604,126 
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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 8,781,786 8,531,991 

売上原価 5,378,265 5,248,134 

売上総利益 3,403,520 3,283,856 

販売費及び一般管理費 3,540,160 3,375,563 

営業損失（△） △136,639 △91,706 

営業外収益   

受取利息 3,877 3,573 

受取配当金 967 4,265 

仕入割引 2,496 1,620 

賃貸料収入 29,862 31,039 

貸倒引当金戻入額 903 955 

その他 14,455 16,540 

営業外収益合計 52,564 57,994 

営業外費用   

支払利息 45,047 36,500 

借入手数料 1,075 － 

賃貸費用 15,656 15,787 

持分法による投資損失 25,539 － 

その他 2,526 568 

営業外費用合計 89,846 52,856 

経常損失（△） △173,921 △86,568 

特別利益   

固定資産売却益 － 414 

退職給付引当金戻入額 － 120,729 

関係会社株式売却益 1,572,434 － 

国庫補助金 59,015 50,893 

その他 7,235 370 

特別利益合計 1,638,684 172,407 

特別損失   

固定資産除却損 29,370 6,445 

転貸損失引当金繰入額 － 2,206 

早期割増退職金 － 265,041 

その他 11,589 － 

特別損失合計 40,960 273,694 

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（△）

1,423,803 △187,855 

法人税、住民税及び事業税 32,292 30,771 

法人税等調整額 21,446 － 

法人税等合計 53,738 30,771 

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（△）

1,370,064 △218,626 

少数株主利益 3,327 1,344 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,366,736 △219,971 
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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又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

1,370,064 △218,626 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 51,222 19,720 

持分法適用会社に対する持分相当額 △400 － 

その他の包括利益合計 50,821 19,720 

四半期包括利益 1,420,886 △198,906 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,417,562 △200,255 

少数株主に係る四半期包括利益 3,323 1,349 
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  該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

セグメント情報  

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 

 （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△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。 

  

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 

 （単位：千円） 

（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）

  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

  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  

  6,256,872    1,036,394  239,111  167,090  116,482  7,815,952  716,039  8,531,991  －  8,531,991

  

セグメント間の内部

売上高又は振替高 

    296  1,224  267,727  －  14,346  283,594  71,545  355,140  △355,140  －

計   6,257,168  1,037,619  506,839  167,090  130,828  8,099,546  787,585  8,887,132  △355,140  8,531,991

セグメント利益又は

損失（△） 

 78,291  △23,290  △45,145  72,428  564  82,848  △12,947  69,901  △161,607  △91,706
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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△161,607千円は、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。 
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