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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 
(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１四半期 3,700 △10.0 129 △36.3 114 △32.2 39 －
23年３月期第１四半期 4,113 △2.2 204 △9.5 169 △16.2 △313 －
（注）包括利益  24年３月期第１四半期  39百万円（－％）  23年３月期第１四半期△320百万円（－％） 

 

 
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１四半期 4.99 － 
23年３月期第１四半期 △39.46 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 8,365 2,544 30.4
23年３月期 8,347 2,529 30.3
（参考）自己資本    24年３月期第１四半期  2,544百万円  23年３月期  2,529百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 8.00 8.00
24年３月期 －  
24年３月期(予想)  0.00 － 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 

7,600 △8.2 190
△

44.3
150

△
50.6

25 － 3.14

通      期 16,000 △3.3 600 △3.7 500
△

10.5
250 74.4 31.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

４．その他 
 
(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 

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 ：有 
③  会計上の見積りの変更 ：有 
④  修正再表示 ：無 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 8,477,890株 23年３月期 8,477,890株
②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 522,825株 23年３月期 521,375株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期１Ｑ 7,955,653株 23年３月期１Ｑ 7,957,075株

 
 
※ 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が、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

 
※ 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り大きく異なる可能性があります。 
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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 

有形固定資産の減価償却方法および耐用年数の変更 
 当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の減価償却の方法を、定率法から定額法に変
更するとともに、一部の資産の耐用年数を使用実態にあわせて見直しています。 
 この変更は、食料品・外食業界をとりまく経済環境の変化を受け、当社グループの保有する
設備の投資目的や使用実態を見直した結果、設備の使用期間にわたって費用を均等に計上する
定額法の方がより合理的な償却方法であることから変更したものです。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ11,951千円増加しております。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,712,700 1,694,884

受取手形及び売掛金 1,754,087 1,725,838

商品及び製品 367,702 422,807

原材料及び貯蔵品 205,787 268,230

その他 193,799 200,017

貸倒引当金 △812 △4,401

流動資産合計 4,233,264 4,307,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,296,768 4,294,112

減価償却累計額 △2,850,720 △2,886,033

建物及び構築物（純額） 1,446,047 1,408,078

その他 3,132,149 3,130,392

減価償却累計額 △2,054,274 △2,082,229

その他（純額） 1,077,875 1,048,162

有形固定資産合計 2,523,922 2,456,241

無形固定資産 64,973 63,897

投資その他の資産   

敷金及び保証金 916,886 926,818

その他 641,204 644,577

貸倒引当金 △32,314 △33,169

投資その他の資産合計 1,525,776 1,538,226

固定資産合計 4,114,672 4,058,365

資産合計 8,347,937 8,365,743

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,240,663 1,195,021

短期借入金 984,100 1,244,100

未払法人税等 77,215 31,987

賞与引当金 131,884 52,821

資産除去債務 1,510 －

その他 577,136 677,734

流動負債合計 3,012,509 3,201,664

固定負債   

長期借入金 1,756,650 1,586,450

退職給付引当金 346,040 345,322

役員退職慰労引当金 101,882 89,947

資産除去債務 464,053 465,766

その他 137,510 132,229

固定負債合計 2,806,136 2,619,714

負債合計 5,818,646 5,821,379
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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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 823,810 823,810

資本剰余金 1,043,657 1,079,079

利益剰余金 679,813 655,829

自己株式 △7,144 △3,775

株主資本合計 2,540,137 2,554,944

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,339 △10,394

繰延ヘッジ損益 492 △184

その他の包括利益累計額合計 △10,846 △10,579

純資産合計 2,529,290 2,544,364

負債純資産合計 8,347,937 8,365,743
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,113,133 3,700,329

売上原価 2,283,406 2,092,292

売上総利益 1,829,726 1,608,036

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 705,150 650,354

賞与引当金繰入額 43,690 39,040

退職給付費用 4,981 11,975

役員退職慰労引当金繰入額 6,814 8,965

貸倒引当金繰入額 122 4,593

その他 864,883 763,112

販売費及び一般管理費合計 1,625,641 1,478,041

営業利益 204,084 129,995

営業外収益   

受取利息 133 29

受取配当金 － 554

受取賃貸料 1,714 1,854

受取手数料 － 1,586

その他 6,229 2,141

営業外収益合計 8,077 6,165

営業外費用   

支払利息 18,975 14,729

持分法による投資損失 16,852 －

その他 7,207 6,754

営業外費用合計 43,036 21,483

経常利益 169,125 114,677

特別利益   

賞与引当金戻入額 15,509 －

特別利益合計 15,509 －

特別損失   

持分変動損失 1,643 －

減損損失 － 275

固定資産除却損 3,207 3

店舗閉鎖損失 814 235

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 303,138 －

その他 454 －

特別損失合計 309,258 514

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（△）

△124,622 114,163

法人税、住民税及び事業税 76,527 26,095

法人税等調整額 112,843 48,399

法人税等合計 189,370 74,495

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（△）

△313,993 39,667

四半期純利益又は四半期純損失（△） △313,993 39,667
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

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（△）

△313,993 39,667

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,206 944

繰延ヘッジ損益 △850 △677

その他の包括利益合計 △6,056 266

四半期包括利益 △320,050 39,934

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △320,050 39,934

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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