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（２）連結財政状態 

   

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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  20,403  6.1  355  105.6  393  92.3  179  △33.5

25年３月期第１四半期  19,214  △2.5  172  △70.0  204  △67.0  270  △7.7

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 143百万円（ ％） 148.7   25年３月期第１四半期 57百万円（ ％） △76.9

  
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  18.04  －

25年３月期第１四半期  27.14  －

  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  31,423  24,528  78.1  2,463.77

25年３月期  31,585  24,635  78.0  2,474.42

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 24,528百万円   25年３月期 24,635百万円 

  
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  － 25.00 － 25.00  50.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   25.00 － 25.00  50.00

（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）

  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）  42,466  4.8  1,083  24.9  1,115  22.3  603  △9.4  60.63

通期  85,081  3.7  2,383  13.1  2,442  11.4  1,334  28.8  134.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

   

   

   

   

（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 

   

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 10,000,000株 25年３月期 10,000,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 44,156株 25年３月期 43,775株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 9,956,093株 25年３月期１Ｑ 9,959,594株

この四半期決算短信は、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き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、四半期財務諸表に対するレビュー手続きを実施中です。

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、経営環境の変化など様々な要因により大きく異なる可能性があり

ます。 

業績予想の前提条件及びその他に関する事項については、添付資料３ページ「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。
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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の経済は、昨年末からの新政権による経済政策が下支えとなり、景気

は緩やかな回復に向かっております。消費マインドについても景気回復への期待感から持ち直しの動きが続くもの

とみられておりますが、当社を取り巻く中食業界においては、他業態との競合や原材料の高騰等により予断を許さ

ない経営環境が続くものと予想されます。 

このような状況の中、当社グループは商品力の強化を第一と捉え、味の追求はもとより、デザイン性・見栄えの

向上に努め、「おいしそうな」商品づくりに傾注してまいりました。 

   

当社グループ及び報告セグメントの当第１四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりであります。 

   

①  売上高（セグメント間の内部売上高を除く。） 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期間と比べ6.1％増収の204億３百万円となりました。 

テナント事業においては、店舗ごとに曜日や時間帯に応じたきめ細かい販売計画を立てることにより、「売り込

む」ことと「売り切る」ことを徹底してまいりました。また、売上高が見込めるイベント時においては、既存店ベ

ースで前年実績を上回り堅調に推移しました。 

これらの結果、テナント事業の売上高は前年同期間と比べ3.0％増収の99億58百万円となりました。 

外販事業においては、「おにぎり100円セール」や「チルド弁当50円引きキャンペーン」など販促企画の実施に

より、消費者の需要喚起に努めてまいりました。また、チルド対応工場へ改築した２工場のフル稼働、夕食宅配関

連の拡大などが売上高の増加に大きく寄与したことにより、外販事業の売上高は前年同期間と比べ9.2％増収の102

億29百万円となりました。 

   

②  営業利益 

当第１四半期連結累計期間の営業利益は、前年同期間と比べ105.6％増益の３億55百万円となりました。 

テナント事業においては、新規出店や既存店舗の改装を実施し、売上高の増加を図ったものの原材料価格の高騰

等を背景に製造原価が増加したことにより売上総利益率が低下したため、テナント事業のセグメント利益は前年同

期間と比べ32.6％減益の２億89百万円となりました。 

外販事業においては、チルド対応工場へ改築した２工場のフル稼働による売上高の増加とアイテム削減による効

率化の推進が寄与し、外販事業のセグメント利益は前年同期間と比べ増益の88百万円となりました。（前年同期間

のセグメント利益は△２億47百万円） 

   

③  経常利益 

当第１四半期連結累計期間の経常利益は、上述の要因等により、前年同期間と比べ92.3％増益の３億93百万円と

なりました。 

   

④  特別損失 

当第１四半期連結累計期間において、減損損失41百万円を特別損失として計上しました。 

   

⑤  四半期純利益 

前年同期間において２億95百万円の投資有価証券売却益が発生したことにより、当第１四半期連結累計期間の四

半期純利益は、前年同期間と比べ33.5％減益の１億79百万円となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億61百万円減少して、314億23百万円

となりました。 

この主な要因は、現金及び預金が５億円、売掛金が１億15百万円減少した一方で、有価証券が２億99百万円、生

産設備の更新及び増強等により有形固定資産が１億69百万円増加したことなどによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、68億94百万円となりました。 

この主な要因は、未払法人税等が２億45百万円、長期未払金が14百万円それぞれ減少した一方で、未払金が１億

22百万円、未払消費税等が88百万円それぞれ増加したことなどによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減少し、245億28百万円となりました。 

この主な要因は、四半期純利益により繰越利益剰余金が１億79百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額

金の差益が36百万円減少したことと配当金の支払額が２億48百万円あったことなどによります。 

これらにより、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の78.0％から78.1％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 

平成25年５月13日に公表いたしました連結業績予想への変更はありません。   

     

（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。   

    

（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。   

   

   

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．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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 11,003,780 10,503,017

売掛金 4,206,217 4,091,188

有価証券 999,805 1,299,799

商品及び製品 20,364 19,591

仕掛品 163,634 159,096

原材料及び貯蔵品 510,158 488,939

繰延税金資産 400,919 418,000

その他 286,341 337,234

流動資産合計 17,591,223 17,316,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,480,575 4,478,540

機械装置及び運搬具（純額） 1,931,352 1,935,359

土地 4,509,825 4,509,825

建設仮勘定 155,200 305,200

その他（純額） 323,317 340,727

有形固定資産合計 11,400,271 11,569,653

無形固定資産 254,503 246,722

投資その他の資産   

投資有価証券 1,671,735 1,653,326

繰延税金資産 320,491 286,860

その他 347,390 350,461

投資その他の資産合計 2,339,617 2,290,648

固定資産合計 13,994,392 14,107,024

資産合計 31,585,615 31,423,891



（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 2,669,311 2,520,690

未払法人税等 428,300 183,100

賞与引当金 807,700 823,900

役員賞与引当金 － 2,800

その他 2,627,673 2,981,092

流動負債合計 6,532,984 6,511,582

固定負債   

退職給付引当金 208,138 176,918

資産除去債務 43,869 56,205

長期未払金 131,509 117,001

その他 33,260 33,260

固定負債合計 416,776 383,385

負債合計 6,949,761 6,894,967

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,002,262 2,002,262

資本剰余金 2,174,336 2,174,336

利益剰余金 20,126,862 20,057,576

自己株式 △125,920 △127,023

株主資本合計 24,177,541 24,107,152

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 458,312 421,771

その他の包括利益累計額合計 458,312 421,771

純資産合計 24,635,854 24,528,924

負債純資産合計 31,585,615 31,423,891



（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 19,214,429 20,403,676

売上原価 17,059,921 17,826,286

売上総利益 2,154,508 2,577,390

販売費及び一般管理費 1,981,759 2,222,112

営業利益 172,748 355,278

営業外収益   

受取利息 953 884

受取配当金 15,099 24,084

負ののれん償却額 2,809 －

不動産賃貸料 3,743 3,743

補助金収入 5,655 4,949

その他 8,664 6,923

営業外収益合計 36,925 40,585

営業外費用   

不動産賃貸原価 2,400 2,374

災害による損失 1,380 －

消費税等差額 1,197 －

その他 251 252

営業外費用合計 5,229 2,626

経常利益 204,444 393,236

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 295,596 5,731

特別利益 295,596 5,732

特別損失   

固定資産除却損 17,264 15,527

減損損失 － 41,084

特別損失合計 17,264 56,612

税金等調整前四半期純利益 482,776 342,356

法人税、住民税及び事業税 168,524 164,887

法人税等調整額 43,960 △2,150

法人税等合計 212,485 162,737

少数株主損益調整前四半期純利益 270,291 179,619

四半期純利益 270,291 179,619



（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 270,291 179,619

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △212,764 △36,540

その他の包括利益合計 △212,764 △36,540

四半期包括利益 57,526 143,078

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 57,526 143,078



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、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外食事業等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額△4,654千円には、人事部及び経理財務部等の管理部門に係る全社費用の内、

各報告セグメントに配分していない費用5,543千円が含まれております。 

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。 

    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、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外食事業等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額△1,062千円には、人事部及び経理財務部等の管理部門に係る全社費用の内、

各報告セグメントに配分していない費用1,975千円が含まれております。 

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。 

（４）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 
（千円） 
（注）１ 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

  

テナント 
事業 

（千円） 

外販事業 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 9,659,266  9,361,825  19,021,092  193,337  19,214,429  ―  19,214,429

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 ―  328,444  328,444  220,742  549,186  △549,186  ―

計  9,659,266  9,690,270  19,349,536  414,079  19,763,616  △549,186  19,214,429

セグメント利益

又は損失（△） 
 430,366  △247,750  182,616  △5,213  177,403  △4,654  172,748

  

報告セグメント 
その他 
（千円） 
（注）１ 

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

  

テナント 
事業 

（千円） 

外販事業 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 9,958,125  10,229,886  20,188,011  215,664  20,403,676  ―  20,403,676

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 ―  359,802  359,802  238,970  598,772  △598,772  ―

計  9,958,125  10,589,688  20,547,813  454,635  21,002,449  △598,772  20,403,676

セグメント利益

又は損失（△） 
 289,694  88,275  377,969  △21,629  356,340  △1,062  355,278



(注）  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   

(注）  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   

５．主要な経営指標等の推移

（１）主要な連結経営指標等の推移

回次 
第43期 

第１四半期連結
累計期間 

第44期 
第１四半期連結

累計期間 
第43期 

会計期間 

自平成24年 
４月１日 

至平成24年 
６月30日 

自平成25年 
４月１日 

至平成25年 
６月30日 

自平成24年 
４月１日 

至平成25年 
３月31日 

売上高（千円）  19,214,429  20,403,676  82,036,859

経常利益（千円）  204,444  393,236  2,191,829

四半期（当期）純利益（千円）  270,291  179,619  1,035,857

四半期包括利益又は包括利益 

（千円） 
 57,526  143,078  1,269,848

純資産額（千円）  23,677,042  24,528,924  24,635,854

総資産額（千円）  30,933,333  31,423,891  31,585,615

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 27.14  18.04  104.03

自己資本比率（％）  76.5  78.1  78.0

（２）主要な個別経営指標等の推移

回次 
第43期 

第１四半期 
累計期間 

第44期 
第１四半期 
累計期間 

第43期 

会計期間 

自平成24年 
４月１日 

至平成24年 
６月30日 

自平成25年 
４月１日 

至平成25年 
６月30日 

自平成24年 
４月１日 

至平成25年 
３月31日 

売上高（千円）  19,021,092  20,188,011  81,145,052

経常利益（千円）  208,577  413,381  2,153,568

四半期（当期）純利益（千円）  273,679  194,523  1,013,419

純資産額（千円）  23,415,318  24,256,277  24,348,303

総資産額（千円）  30,413,838  30,857,691  31,079,812

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 27.48  19.54  101.77

自己資本比率（％）  77.0  78.6  78.3
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