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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 25,535 △5.9 209 △26.7 563 △3.4 368 △6.3

25年3月期第2四半期 27,140 △1.9 285 △33.2 583 △15.2 393 27.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 381百万円 （△10.8％） 25年3月期第2四半期 427百万円 （44.7％）

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2四半期 36.87 ―

25年3月期第2四半期 39.36 ―

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2四半期 38,706 16,294 41.8 1,620.33
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2四半期  16,179百万円 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 ― 12.00

26年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 1,039,787 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2Q 9,985,339 株 25年3月期2Q 9,985,429 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権下での各種政策に対しての経済の回復、成長への期待

感から、一部の高額品を中心として、価格から価値を重視した消費マインドへと変化がみられるようになりまし

た。しかしながら、消費全般においては、節約志向の中、物価上昇及び消費税増税への懸念が存在し、また、増税

を控えていることで、消費マインドの変化が一過性である可能性も払拭できず、引き続き、楽観視できない状況が

続いております。 

  持ち帰り弁当事業では、異業種、異業態からの参入をはじめ、競争が厳しくなる中、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、お客様にとって「価値」のある商品、サービスの提供に努めるとともに、

収益性の検証、収益力の向上に努め、店舗のスクラップ、統廃合、運営形態の変更に取り組んでまいりました。 

  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、未稼働店舗の圧縮とともに利益率の向上に

に努めてまいりました。 

  このような中、当第２四半期連結累計期間の売上高255億35百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益２億９百万

円（前年同期比26.7％減）、経常利益５億63百万円（前年同期比3.4％減）、四半期純利益３億68百万円（前年同

期比6.3％減）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。多様化するニーズにお応えすべく、新商品の開発、メニュ

ーのリニューアルを行う中、新たな取組みとして、人気ゲームソフトの世界観を再現した「ハンター弁当」を発売

いたしました。また、少年野球大会への協賛等、スポーツを通じた社会貢献活動へ積極的に取り組んでおります。

  持ち帰り弁当事業の売上高は116億59百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益６億94百万円（前年同期比5.5％

減）となりました。  

②店舗委託事業 

  景気の回復による個人の消費動向に対し、期待感はあるものの、先行きの不透明感から本格的な需要の回復には

至らず、引き続き、経営環境は厳しい状況が続いております。そのような中、未稼働店舗へのテナント誘致に注力

し優良委託店舗の発掘に努め、空家賃の圧縮やストック収入の増加により利益率向上に努めました。 

  店舗委託事業の売上高は113億45百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は１億12百万円（前年同期比102.7％

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、好調な個人需要に反して、ターゲットである法人需要は未だ慎重な傾向があり、

全体としては前年並みで推移いたしました。 

  店舗管理事業の売上高は２億82百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益は１億62百万円（前年同期比8.7％減）

となりました。  

④店舗直営事業 

  店舗直営事業においては、お客様のニーズにお応えすべく、熟練の技による新鮮で高品質な素材を使った自信の

品々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、携

帯会員の加入促進ならびに本マグロフェアーを中心とした各種イベントにより既存店のお客様単価は上昇しており

ます。 

  店舗直営事業の売上高は10億51百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は54百万円（前年同期は営業損失３百

万円）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、商品アイテム数の維持、管理を強化する中、新商品の発売を積極的に

行い、商品の改廃を徹底しております。そのような中、季節限定の「フルーツデニッシュ」や新商品として「セサ

ミチーズウインナー」を発売し、新たな売れ筋商品となっております。また、ベーカリー事業の強みを生かした本

格的なカフェを立ち上げました。  

  物流関連事業においては、既存インフラの有効活用を図り、配送効率の向上、コスト削減を行うとともに、グル

ープ外向け事業の拡大と物流網の再構築を推進しております。  

 以上の結果、その他の事業の売上高は11億95百万円（前年同期比15.9％減）、営業損失54百万円（前年同期は営

業利益30百万円）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 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億９百万円減少し、387億６百万円となり

ました。主に建物及び構築物が４億24百万円、敷金・保証金が１億62百万円、長期未収入金が１億54百万円それぞ

れ減少したことによるものです。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ11億90百万円減少し、224億11百万円となりました。主に１年内返済予定長期

借入金が３億43百万円、長期借入金が４億37百万円、負ののれんが１億52百万円それぞれ減少したことによるもの

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２億81百万円増加し162億94百万円となりました。 

  １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ27.27円増加し1,620.33円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末の40.2％から1.6ポイント上昇し41.8％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四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、前第２四半期連結累計期

間末と比べ、２億66百万円減少し、また前連結会計年度末と比べ、２億84百万円増加して57億22百万円となりまし

た。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、得られた資金は、前年同期に比べ１億39百万円減少し13億50百万円となりました。これは主

に、負ののれん償却額１億29百万円、貸倒引当金の減少１億39百万円および法人税等の支払１億22百万円などの支

出がありましたが、税金等調整前四半期純利益４億12百万円、減価償却費の計上７億５百万円に伴う収入などによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、得られた資金は、前年同期に比べ１億72百万円減少し６百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出３億15百万円の支出がありましたが、有形固定資産の売却による収入１億円、差入保

証金の純減額98百万円、投資有価証券の売却による収入80百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、使用した資金は前年同期に比べ73百万円増加し10億73百万円となりました。これは主に、長期

借入れによる収入１億円の獲得がありましたが、長期借入金の返済による支出８億61百万円、配当金の支払額１億

円、利息の支払額56百万円などによるものであります。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年３月期の通期の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。その理由につきましては、平成25年11月11日付公表の「平成26年３月期第２四半期累計期間の業績予想

と実績値との差異に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

  なお、上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。  



（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、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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,438,736 5,723,584

受取手形及び売掛金 2,284,643 2,269,384

有価証券 － 40,500

商品及び製品 602,658 634,059

原材料及び貯蔵品 131,185 118,250

繰延税金資産 120,227 214,854

その他 1,441,159 983,298

貸倒引当金 △109,401 △108,323

流動資産合計 9,909,208 9,875,607

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,698,534 7,273,801

機械装置及び運搬具（純額） 75,127 69,082

工具、器具及び備品（純額） 471,373 422,934

土地 12,194,216 12,194,216

リース資産（純額） 113,579 150,598

建設仮勘定 5,000 962

有形固定資産合計 20,557,832 20,111,595

無形固定資産   

のれん 227,204 200,264

その他 148,177 182,947

無形固定資産合計 375,381 383,211

投資その他の資産   

投資有価証券 1,614,809 1,511,252

長期貸付金 386,045 340,519

敷金及び保証金 5,790,682 5,628,368

繰延税金資産 115,454 101,955

長期未収入金 1,813,343 1,658,710

その他 821,153 725,196

貸倒引当金 △1,768,540 △1,630,071

投資その他の資産合計 8,772,947 8,335,931

固定資産合計 29,706,161 28,830,738

資産合計 39,615,370 38,706,346



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,529,433 2,520,878

短期借入金 814,000 816,000

1年内返済予定の長期借入金 4,173,140 3,829,840

未払金 1,057,178 982,020

未払法人税等 128,662 126,461

未払消費税等 89,782 67,342

賞与引当金 165,868 173,202

預り金 1,517,789 1,538,278

その他 1,689,433 1,519,730

流動負債合計 12,165,287 11,573,755

固定負債   

社債 92,500 75,000

長期借入金 6,347,250 5,909,398

退職給付引当金 42,498 43,993

負ののれん 561,540 409,467

長期預り保証金 3,367,882 3,392,295

繰延税金負債 367,758 366,451

資産除去債務 316,283 299,968

その他 341,559 341,664

固定負債合計 11,437,272 10,838,240

負債合計 23,602,559 22,411,995

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 9,672,141

自己株式 △1,515,077 △1,515,154

株主資本合計 15,856,257 16,124,453

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 54,936

その他の包括利益累計額合計 51,062 54,936

少数株主持分 105,490 114,960

純資産合計 16,012,810 16,294,350

負債純資産合計 39,615,370 38,706,346



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 27,140,003 25,535,070

売上原価 20,728,617 19,545,886

売上総利益 6,411,385 5,989,184

販売費及び一般管理費 6,125,551 5,779,708

営業利益 285,833 209,475

営業外収益   

受取利息 8,083 7,474

受取配当金 3,964 4,230

受取賃貸料 106,559 116,615

負ののれん償却額 167,655 152,072

業務委託契約解約益 106,007 85,059

持分法による投資利益 10,433 9,399

その他 117,633 130,162

営業外収益合計 520,338 505,014

営業外費用   

支払利息 90,221 56,351

賃貸費用 30,165 28,940

業務委託契約解約損 37,063 11,857

訴訟費用 22,155 3,780

その他 43,181 50,007

営業外費用合計 222,787 150,937

経常利益 583,384 563,552

特別利益   

固定資産売却益 81,288 31,536

投資有価証券売却益 － 4,904

受取和解金 21,640 457

その他 1,800 1,660

特別利益合計 104,728 38,558

特別損失   

固定資産除却損 42,060 158,354

固定資産売却損 1,328 349

減損損失 － 18,809

その他 21,093 12,141

特別損失合計 64,482 189,655

税金等調整前四半期純利益 623,630 412,455

法人税、住民税及び事業税 199,583 116,406

法人税等調整額 △5,834 △81,613

法人税等合計 193,748 34,793

少数株主損益調整前四半期純利益 429,881 377,662

少数株主利益 36,835 9,469

四半期純利益 393,045 368,192



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 429,881 377,662

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,367 360

持分法適用会社に対する持分相当額 △913 3,513

その他の包括利益合計 △2,280 3,874

四半期包括利益 427,600 381,536

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 390,764 372,066

少数株主に係る四半期包括利益 36,835 9,469



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９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 623,630 412,455

減価償却費 750,172 705,079

負ののれん償却額 △143,674 △129,265

固定資産売却損益（△は益） △79,959 △31,186

固定資産除却損 42,060 158,354

減損損失 － 18,809

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,904

貸倒引当金の増減額（△は減少） △323,758 △139,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,708 7,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,028 1,495

受取利息及び受取配当金 △12,048 △11,705

支払利息 90,221 56,351

持分法による投資損益（△は益） △10,433 △9,399

売上債権の増減額（△は増加） 111,339 15,258

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,775 △18,466

仕入債務の増減額（△は減少） 181,695 △8,554

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,255 △22,439

その他 525,781 456,788

小計 1,754,226 1,456,459

法人税等の支払額 △265,282 △122,607

法人税等の還付額 893 16,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,489,837 1,350,835

投資活動によるキャッシュ・フロー   

利息及び配当金の受取額 12,197 11,720

有形固定資産の取得による支出 △222,274 △315,676

有形固定資産の売却による収入 220,664 100,663

有形固定資産の除却による支出 △23,311 △57,934

無形固定資産の取得による支出 △3,324 △747

無形固定資産の売却による収入 311 178

投資有価証券の売却による収入 － 80,000

短期貸付金の純増減額（△は増加） 8,672 2,016

長期貸付けによる支出 △52,057 △4,842

長期貸付金の回収による収入 24,826 20,518

関係会社株式の取得による支出 △1,487 △709

差入保証金の純増減額（△は増加） 145,975 98,399

その他 68,599 72,871

投資活動によるキャッシュ・フロー 178,792 6,458



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △88,578 △56,492

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,113,100 △18,000

長期借入れによる収入 2,369,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △2,071,418 △861,152

社債の償還による支出 △17,500 △17,500

自己株式の売却による収入 20 －

自己株式の取得による支出 － △114

配当金の支払額 △293 △100,185

リース債務の返済による支出 △39,714 △37,407

その他 △38,742 △82,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,000,325 △1,073,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 △179 1,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 668,125 284,847

現金及び現金同等物の期首残高 5,320,667 5,437,724

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,988,793 5,722,571



  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント利益又は損失（△）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。 

  

（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）

  （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  12,364,855  11,886,528  300,690  1,165,553  25,717,627

 セグメント間の内部売上高又は 

 振替高 
 147,243  14,281  －  18,000  179,524

計  12,512,098  11,900,809  300,690  1,183,553  25,897,152

セグメント利益又は損失（△）  734,837  55,364  177,692  △3,709  964,184

  
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  1,422,375  27,140,003  －  27,140,003

 セグメント間の内部売上高又は 

 振替高 
 1,722,843  1,902,368  △1,902,368  －

計  3,145,219  29,042,371  △1,902,368  27,140,003

セグメント利益又は損失（△）  30,434  994,619  △708,785  285,833   

△708,785 1,313

△710,099



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント利益又は損失（△）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  11,659,687  11,345,318  282,954  1,051,361  24,339,320

 セグメント間の内部売上高又は 

 振替高 
 124,611  25,338  －  5,000  154,949

計  11,784,298  11,370,656  282,954  1,056,361  24,494,270

セグメント利益又は損失（△）  694,692  112,244  162,147  54,319  1,023,403

  
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  1,195,749  25,535,070  －  25,535,070

 セグメント間の内部売上高又は 

 振替高 
 1,463,267  1,618,217  △1,618,217  －

計  2,659,017  27,153,288  △1,618,217  25,535,070

セグメント利益又は損失（△）  △54,670  968,733  △759,257  209,475   

△759,257 △28,582

△730,674
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