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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年１月期  33,737  10.9  1,445  93.4  1,601  78.9  716  209.9

24年１月期  30,409  2.5  747  30.9  895  33.8  231  3.4

（注）包括利益 25年１月期 719百万円 （ ％）417.4 24年１月期 138百万円 （ ％）△57.3

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年１月期  105.17  －  9.9  11.9  4.3

24年１月期  33.94  －  3.3  7.1  2.5

（参考）持分法投資損益 25年１月期 10百万円 24年１月期 2百万円

  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 

25年１月期  13,933  7,523  54.0  1,103.79

24年１月期  12,898  6,940  53.8  1,018.30

（参考）自己資本 25年１月期 7,523百万円 24年１月期 6,940百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年１月期  1,707  △1,120  △128  4,965

24年１月期  1,707  △901  10  4,507

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年１月期 －  0.00 － 20.00 20.00  136 58.9 2.0

25年１月期 －  0.00 － 20.00 20.00  136 19.0 1.9

26年１月期（予想） －  0.00 － 20.00 20.00   18.2  

  （％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）  16,470  0.3  580  △8.1  700  △4.3  350  △0.6  51.35

通期  33,500  △0.7  1,350  △6.6  1,550  △3.2  750  4.6  110.03



※ 注記事項 

新規       －社  （社名）、除外       －社  （社名） 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の変更をご覧ください。  
  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商

品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。   

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって、予想値と

異なる結果となる可能性があります。   

  

  

（１）期中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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有     

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無  

③  会計上の見積りの変更                ： 有

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年１月期 7,335,634株 24年１月期 7,335,634株

②  期末自己株式数 25年１月期 519,453株 24年１月期 519,451株

③  期中平均株式数 25年１月期 6,816,183株 24年１月期 6,816,183株
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（１）経営成績に関する分析 
  
（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に向けた施策等により、企業を取

り巻く環境は緩やかな回復が見られるものの、個人消費は依然低調で、緩やかなデフレ状況も継続

し、厳しい経済環境で推移しました。また、政権交代に伴う新たな景気回復策に期待がある一方、欧

州諸国における財政、通貨不安や新興国の成長鈍化などもあり、先行きについては不透明な状況が続

いております。 

 当社グループの属する食品小売業界におきましても、消費者の節約志向や低価格化など個人消費が

長期にわたり低迷し、また外食業を巻き込んでの食市場の争奪戦ともなっており、当社を取り巻く経

営環境は厳しい状況となっております。 

 このような中で当社グループは、新規ディベロッパーとの取り組みによる出店や既存店活性化の継

続、外食部門にあってはグループ経営強化として当期よりグループ参入のステーキレストランチェー

ン事業の確実な業務移管と競争力向上のための施策を実施し、さらには加工事業における新規顧客開

拓及び既存顧客との深耕取引等に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高337億37百万円（前年同期比10.9％増）、営業利

益14億45百万円（同93.4％増）、経常利益16億１百万円（同78.9％増）、当期純利益７億16百万円

（同209.9％増）の結果となりました。 

 営業の概況を事業の種類別に記述すると以下の通りであります。 
  

売上高の内訳 

  

「食肉等の小売業」 

 当連結会計年度中の開店は11店、閉店は14店であり、その結果、当連結会計年度末の店舗数は144

店になりました。内訳は食肉小売店舗118店、惣菜小売店舗26店であります。当セグメントを取り巻

く環境は上記記載の通りで、新規ディベロッパーとの取り組みによる出店の他、既存ディベロッパー

との新規取引開始、既存店活性化活動の継続、生産性向上に向けた従業員技術教育等に取り組んだ結

果、売上高は208億14百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は11億５百万円（同4.4％増）となり

ました。 

   

「食肉等の製造・加工業」 

 主力のハム・ソーセージ部門において、積極的な販路拡大及び深耕開拓により売上高は57億82百万

円（前年同期比7.1％増）となりました。営業利益は、生産性改善や経費削減効果により３億23百万

円（同85.8％増）となりました。  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  
平成24年1月期 

（百万円） 

平成25年1月期 

（百万円） 

増減 

（百万円） （％） 

食肉等の小売業 20,697 20,814  116 0.6

食肉等の製造・加工業 5,398 5,782  384 7.1

外食業 4,313 7,140  2,827 65.5

合計 30,409 33,737  3,327 10.9
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「外食業」 

 当連結会計年度中の開店は４店、閉店は４店であり、その結果、当連結会計年度末の店舗数は60店

になりました。売上高につきましては、㈱焼肉の牛太における新規店舗の好調による牽引に加え、当

期よりグループ参入の㈱オーエムツーダイニングの取込により当連結会計年度の売上高は71億40百万

円（前年同期比65.5％増）と前年比大幅な増加となりました。営業利益につきましても、特に㈱焼肉

の牛太における東日本エリア店舗損益の回復と㈱オーエムツーダイニングの参入、さらには会計上の

のれんの償却が軽減された結果、３億16百万円（前年同期比は１億62百万円の営業損失）と大きく改

善しました。 

  

（次期の見通し） 

 不透明な経済状況を反映し、次期につきましても当社グループを取り巻く環境は厳しい状況が続く

ものと予想しています。特に当社グループが属する食肉小売業界においては、消費動向に加え、世界

的な穀物・飼料原料相場や原油等資源価格の高騰が、畜産物相場に与える影響として懸念されます。

しかしながら当社グループの扱う商品は、生活に欠かせない基礎的食料品であり、需要が極端に変動

するものではない利点を生かし、着実に各事業分野における運営を行う方針です。 

 具体的には食肉小売事業にあっては、引き続き既存店の活性化を継続的に実施し、新規ディベロッ

パーとの取り組みも進め、新規に開店した店舗を確実に立ち上げるとともに、不採算店の閉店をさら

に進める予定です。ＰＢブランド商品開発へも当社グループ内の㈱デリフレッシュフーズや親会社で

あるエスフーズ㈱等とも連携し、競争力のある商品作りを進め、拡充と強化を進めてまいります。惣

菜小売事業は利益体質への基盤作りを商品アイテム改廃や、既存店の活性化活動を通じて育成を進め

ていきます。また外食業においては、従来からの着実な採算重視の経営を維持しつつ、ステーキレス

トラン事業を競争力を持たせながら着実に運営してまいります。食品等の製造・加工業にあっては、

取引先との新規深耕開拓を継続し更なる販路拡大を目指すとともに、予想される原料高、燃料高騰等

への要素に対して飽くなき生産性の向上や経費節減に取り組んでまいります。 

 このようなことから平成26年１月期連結業績は売上高335億円（前年同期比0.7％減）、営業利益13

億50百万円（同6.6％減）、経常利益15億50百万円（同3.2％減）、当期純利益７億50百万円（同

4.6％増）を予想しております。 

  

(２）財政状態に関する分析 

  

（資産、負債及び純資産の状況に関する分析） 

  

（資産の部） 

 流動資産は、前連結会計年度末比12億30百万円増加し、88億21百万円となりました。これは、棚卸

資産の増加１億38百万円の他、連結各社における当連結会計年度の収益が増加したことなどにより現

金及び預金の増加９億58百万円があったことなどによるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末比１億95百万円減少し、51億11百万円となりました。これは有形固定

資産等の新規追加取得による増加５億38百万円があったものの、償却及び減損損失６億56百万円等に

より減少したことなどによるものであります。 

 上記により、当連結会計年度末の総資産額は139億33百万円となり、前連結会計年度末比10億35百

万円の増加となりました。 

  

（負債の部） 

 流動負債は前連結会計年度末比３億79百万円増加し、46億85百万円となりました。これは買掛金の

増加１億52百万円、未払法人税等の増加１億48百万円の影響などによるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末比72百万円増加し、17億24百万円となりました。これは長期借入金の

増加95百万円の影響などによるものであります。 

 この結果、当連結会計年度末の負債総額は64億９百万円となり、前連結会計年度末比４億52百万円

の増加となりました。 
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（純資産の部） 

 純資産は前連結会計年度末比５億82百万円増加し、75億23百万円となりました。これは当期純利益

７億16百万円による利益剰余金の計上等の増加があったことなどによるものであります。 

 上記のような結果、当連結会計年度末の自己資本比率は54.0％となり、前連結会計年度末比0.2％

増加しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形・無形固定資産の

取得による支出５億33百万円と法人税及び住民税の支払支出５億21百万円、定期預金の預入支出５億

円等があったものの、税金等調整前当期純利益13億76百万円（前年同期比85.4％増）や有形・無形固

定資産の償却費６億48百万円（のれん償却額含む）等により、前連結会計年度末に比べ４億58百万円

増加し、当連結会計年度末は49億65百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

  

（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17億７百万円（前連結会計年度は17億７百万円の獲得）となりま

した。これは主に税金等調整前当期純利益が13億76百万円、有形・無形固定資産の償却費６億48百

万円（のれん償却額含む）となったこと等によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュフロー） 

  投資活動の結果使用した資金は11億20百万円（前連結会計年度は９億１百万円の使用）となりま

した。これは主に定期預金の預入支出５億円と有形・無形固定資産の取得による支出５億33百万円

があったこと等によるものです。 

  

 （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１億28百万円（前連結会計年度は10百万円の獲得）となりまし

た。これは配当金の支払による支出１億36百万円があったこと等によるものです。 

  

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジレシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全

ての負債を対象としております。 

項   目 平成24年1月期 平成25年1月期 比較 

自己資本比率（％） 53.8  54.0 0.2

時価ベースの自己資本比率（％） 24.7  34.6 9.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.3  1.3 △0.0

インタレスト・カバレッジレシオ(倍） 89.5  83.9 △5.5
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（1）会社の経営の基本方針 （2）目標とする経営指標 （3）中長期的な会社の経営戦略 

（4）会社の対処すべき課題 

平成24年１月期決算短信（平成24年３月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略いたします。 

当該決算短信は、ＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

（大阪証券取引所ホームページ（「上場会社情報」検索ページ）） 

２．経営方針

http://www.om2.co.jp/

http://www.ose.or.jp/listed_company_info
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,807,175 5,765,994

受取手形及び売掛金 799,834 847,243

テナント未収入金 986,666 1,035,375

商品及び製品 497,244 560,188

仕掛品 9,165 10,402

原材料及び貯蔵品 170,104 244,568

繰延税金資産 89,877 104,414

未収入金 141,345 141,253

その他 107,735 133,493

貸倒引当金 △18,060 △21,297

流動資産合計 7,591,088 8,821,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,021,395 3,997,315

減価償却累計額 △2,252,026 △2,411,508

建物及び構築物（純額） 1,769,369 1,585,806

機械装置及び運搬具 1,872,912 1,704,185

減価償却累計額 △1,627,652 △1,452,963

機械装置及び運搬具（純額） 245,259 251,221

土地 769,700 749,186

その他 1,201,763 1,422,049

減価償却累計額 △829,007 △988,870

その他（純額） 372,755 433,179

減損損失累計額 △411,419 △447,993

有形固定資産合計 2,745,664 2,571,400

無形固定資産   

のれん 83,640 29,099

その他 167,782 152,551

無形固定資産合計 251,423 181,651

投資その他の資産   

投資有価証券 107,847 120,875

長期貸付金 17,854 8,328

繰延税金資産 238,679 247,235

敷金及び保証金 1,488,854 1,460,829

投資不動産 336,615 441,636

減価償却累計額 △16,971 △37,015

投資不動産（純額） 319,644 404,620

その他 173,860 138,065

貸倒引当金 △36,729 △21,322

投資その他の資産合計 2,310,011 2,358,632

固定資産合計 5,307,098 5,111,684

資産合計 12,898,187 13,933,321
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,020,074 2,172,233

短期借入金 654,000 560,000

1年内返済予定の長期借入金 401,352 410,458

未払金 346,473 428,849

未払法人税等 330,246 478,841

賞与引当金 103,576 104,414

その他 449,657 530,229

流動負債合計 4,305,380 4,685,027

固定負債   

長期借入金 1,068,401 1,163,438

長期未払金 11,731 1,956

退職給付引当金 240,795 231,269

役員退職慰労引当金 65,972 72,179

資産除去債務 179,463 178,633

その他 85,490 77,176

固定負債合計 1,651,853 1,724,653

負債合計 5,957,234 6,409,680

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,700 466,700

資本剰余金 1,064,000 1,064,000

利益剰余金 5,877,227 6,457,739

自己株式 △476,077 △476,078

株主資本合計 6,931,849 7,512,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,103 11,279

その他の包括利益累計額合計 9,103 11,279

純資産合計 6,940,952 7,523,640

負債純資産合計 12,898,187 13,933,321
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 30,409,396 33,737,167

売上原価 20,194,908 21,082,232

売上総利益 10,214,487 12,654,935

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,606,048 2,769,013

雑給 597,189 1,138,637

テナント経費 1,576,206 1,602,913

地代家賃 944,387 1,335,344

賞与引当金繰入額 86,927 81,803

退職給付費用 52,838 63,455

役員退職慰労引当金繰入額 6,489 6,206

のれん償却額 284,056 54,540

その他 3,313,239 4,157,913

販売費及び一般管理費合計 9,467,383 11,209,826

営業利益 747,104 1,445,108

営業外収益   

受取利息 3,844 2,589

受取配当金 4,487 1,158

家賃収入 82,543 121,120

協賛金収入 29,380 35,001

物流収入 7,048 －

受取手数料 25,668 27,085

貸倒引当金戻入額 － 15,407

持分法による投資利益 2,798 10,944

その他 49,484 26,250

営業外収益合計 205,256 239,558

営業外費用   

支払利息 19,092 20,583

不動産賃貸原価 30,729 59,981

その他 7,285 2,820

営業外費用合計 57,106 83,385

経常利益 895,253 1,601,281

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,321 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,061 －

有形固定資産売却益 26,578 645

受取補償金 16,281 －

その他 1,814 －

特別利益合計 58,058 645

特別損失   

有形固定資産売却損 253 4,258

有形固定資産除却損 6,389 41,928

減損損失 59,158 132,265

店舗閉鎖損失 54,523 39,102

投資有価証券評価損 4,020 7,971

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 75,181 －

その他 11,442 96

特別損失合計 210,968 225,623
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

税金等調整前当期純利益 742,342 1,376,303

法人税、住民税及び事業税 426,395 683,779

法人税等調整額 84,626 △24,312

法人税等合計 511,021 659,466

少数株主損益調整前当期純利益 231,320 716,836

当期純利益 231,320 716,836
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 231,320 716,836

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △92,353 2,176

その他の包括利益合計 △92,353 2,176

包括利益 138,967 719,012

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 138,967 719,012
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 466,700 466,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 466,700 466,700

資本剰余金   

当期首残高 1,064,000 1,064,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,064,000 1,064,000

利益剰余金   

当期首残高 5,779,177 5,877,227

当期変動額   

剰余金の配当 △136,323 △136,323

連結範囲の変動 3,052 －

当期純利益 231,320 716,836

当期変動額合計 98,050 580,512

当期末残高 5,877,227 6,457,739

自己株式   

当期首残高 △476,077 △476,077

当期変動額   

自己株式の取得 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 △476,077 △476,078

株主資本合計   

当期首残高 6,833,799 6,931,849

当期変動額   

剰余金の配当 △136,323 △136,323

連結範囲の変動 3,052 －

当期純利益 231,320 716,836

自己株式の取得 － △1

当期変動額合計 98,050 580,511

当期末残高 6,931,849 7,512,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 101,456 9,103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,353 2,176

当期変動額合計 △92,353 2,176

当期末残高 9,103 11,279

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 101,456 9,103

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,353 2,176

当期変動額合計 △92,353 2,176

当期末残高 9,103 11,279
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

純資産合計   

当期首残高 6,935,255 6,940,952

当期変動額   

剰余金の配当 △136,323 △136,323

連結範囲の変動 3,052 －

当期純利益 231,320 716,836

自己株式の取得 － △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,353 2,176

当期変動額合計 5,696 582,687

当期末残高 6,940,952 7,523,640

㈱オーエムツーネットワーク（7614）　平成25年1月期　決算短信

－12－



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 742,342 1,376,303

減価償却費 455,887 594,351

のれん償却額 284,056 54,540

持分法による投資損益（△は益） △2,798 △10,944

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,798 △9,525

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,457 838

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,886 6,206

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,586 △12,170

受取利息及び受取配当金 △8,332 △3,748

支払利息 19,092 20,583

有形固定資産売却損益（△は益） △26,325 3,613

有形固定資産除却損 6,389 41,928

店舗閉鎖損失 29,202 12,057

投資有価証券評価損益（△は益） 4,020 7,971

減損損失 59,158 132,265

その他の営業外損益（△は益） △16,219 △117

その他の特別損益（△は益） △4,578 96

受取保険金 － △6,194

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 75,181 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,940 △96,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,043 △138,644

その他の流動資産の増減額（△は増加） 43,832 △27,182

仕入債務の増減額（△は減少） 51,946 152,158

資産除去債務履行差額 － △12,818

その他の流動負債の増減額（△は減少） 23,875 160,456

小計 1,776,699 2,245,906

利息及び配当金の受取額 8,332 3,748

利息の支払額 △19,092 △20,345

法人税等の支払額 △58,026 △521,877

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,707,913 1,707,431
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成25年１月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △500,000

無形固定資産の取得による支出 △122,474 △5,052

投資有価証券の取得による支出 △3,765 △4,217

投資有価証券の売却による収入 299,997 －

有形固定資産の取得による支出 △417,928 △528,874

有形固定資産の売却による収入 63,596 1,760

長期貸付けによる支出 △20,475 △15,000

長期貸付金の回収による収入 504 23,836

保険積立金の解約による収入 － 15,556

資産除去債務の履行による支出 － △5,235

敷金及び保証金の差入による支出 △71,663 △110,017

敷金及び保証金の回収による収入 78,641 135,122

その他の投資による支出 △107,817 △160,671

その他の投資による収入 33,927 32,655

営業譲受による支出 △633,724 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △901,182 △1,120,135

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △51,000 △94,000

長期借入れによる収入 500,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △301,352 △595,857

自己株式の取得による支出 － △1

配当金の支払額 △136,415 △136,210

その他 △1,161 △2,408

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,070 △128,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 816,801 458,818

現金及び現金同等物の期首残高 3,677,266 4,507,175

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 13,107 －

現金及び現金同等物の期末残高 4,507,175 4,965,994
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 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    ５社 

 連結子会社は、下記のようになっております。 

㈱オーエムツーミート 

㈱デリフレッシュフーズ 

㈱焼肉の牛太 

ミスタースタミナ㈱ 

㈱オーエムツーダイニング  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 以下の関連会社２社について、持分法を適用しております。 

㈱エスオー 

㈱アイオー 

(2) 持分法を適用していない関連会社（㈱キララダイニングサービス）は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱焼肉の牛太及び㈱オーエムツーダイニングを除く全ての連結子会社の決算日は１月31

日です。また、㈱焼肉の牛太及び㈱オーエムツーダイニングの決算日はそれぞれ12月31日と11月30日です。た

だし、決算日以降から連結決算日１月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。  

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの…移動平均法による原価法 

ロ．たな卸資産 

 主として 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 ただし、一部の連結子会社については総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）によっております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

イ．有形固定資産・投資不動産 

（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降の取得の建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しており

ます。 

 主な耐用年数は、次のとおりであります。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

建物及び構築物 ３～50年 

機械装置及び運搬具 ２～15年 
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ハ．リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度

開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

ニ．長期前払費用 

定額法 

 耐用年数については、法人税法の規定によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、当期に対応する実際支給見込額を計上しております。 

ハ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

ニ．役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の連結子会社は役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を

計上しております。 

ホ．店舗閉鎖損失引当金 

 店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見積

もられる金額を計上しております。 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんは５年間の定額法で償却しております。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクし

か負わない、取得日から３ヶ月以内に償却期限の到来する短期投資からなっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、一部の連結子会社は免税事業者であるため

税込方式によっております。 

  

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。 

   

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、当連結

会計年度の「貸倒引当金戻入額」は、「営業外収益」に計上しておりますが、前連結会計年度については遡及処理

を行っておりません。 

会計方針の変更

追加情報
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１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、「食肉等の小売業」、「食肉等の製造・加工業」及び「外食業」等を営んでおり、各

事業部門は取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う製品やサービス別のセグメントから構成されており、「食肉等

の小売業」、「食肉等の製造・加工業」及び「外食業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「食肉等の小売業」は、食肉、食肉加工品等の小売業及び惣菜小売業を行っております。「食肉等の製

造・加工業」は、食肉加工品及び冷凍麺の製造・加工業を行っております。「外食業」は、焼肉レストラ

ン及びステーキレストラン経営を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日）                  （単位：千円）

 （注） １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△323,014千円は、セグメント間取引消去△38,612千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△284,402千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない人件費及び一般管理費であります。 

セグメント資産の調整額△2,378,292千円には、セグメント間取引消去△3,328,985千円および各報告セグ

メントに配分していない全社資産950,693千円が含まれております。全社資産の主なものは、親会社での

余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 

セグメント負債の調整額△877,323千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

注記事項

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
調整額 
(注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 

  
食肉等の 
小売業  

食肉等の 

製造・加工業
外食業  合計  

売上高   

外部顧客への売上高  20,697,424  5,398,868  4,313,103  30,409,396  －  30,409,396

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 40,676  478,829  32,398  551,904  (551,904)  －

計  20,738,101  5,877,698  4,345,501  30,961,301  (551,904)  30,409,396

セグメント利益又は損失（△）  1,058,839  173,975  △162,696  1,070,118  (323,014)  747,104

セグメント資産  9,078,681  2,189,294  4,008,503  15,276,479  (2,378,292)  12,898,187

セグメント負債  2,767,588  1,659,961  2,407,008  6,834,558  (877,323)  5,957,234

その他の項目   

減価償却費  244,987  86,057  87,058  418,103  －  418,103

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 333,565  45,256  586,441  965,263  －  965,263
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（注） １．セグメント利益の調整額△299,182千円は、セグメント間取引消去△10,589千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△288,592千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

い人件費及び一般管理費であります。 

セグメント資産の調整額△1,339,472千円には、セグメント間取引消去△3,215,524千円および各報告セグ

メントに配分していない全社資産1,876,051千円が含まれております。全社資産の主なものは、親会社で

の余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。 

セグメント負債の調整額△727,442千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

当連結会計年度（自 平成24年２月１日 至 平成25年１月31日）         （単位：千円） 

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１  

連結財務諸表
計上額 
（注）２ 

食肉等の 
小売業 

食肉等の 

製造・加工業
外食業  合計 

売上高   

外部顧客への売上高  20,814,100  5,782,931  7,140,136  33,737,167  －  33,737,167

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22,343  555,688  30,993  609,025  (609,025)  －

計  20,836,444  6,338,619  7,171,129  34,346,193  (609,025)  33,737,167

セグメント利益  1,105,012  323,174  316,104  1,744,291  (299,182)  1,445,108

セグメント資産  8,239,304  2,467,886  4,565,603  15,272,793  (1,339,472)  13,933,321

セグメント負債  2,597,007  1,754,640  2,785,475  7,137,123  (727,442)  6,409,680

その他の項目   

減価償却費  255,777  92,975  245,598  594,351  －  594,351

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 165,392  65,842  312,154  543,388  －  543,388
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前連結会計年度（自平成23年２月１日 至平成24年１月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスごとの外部顧客への売上高は、報告セグメントと同一であるため、記載を省略してお

ります。   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は

ありません。  

   

当連結会計年度（自平成24年２月１日 至平成25年１月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 製品及びサービスごとの外部顧客への売上高は、報告セグメントと同一であるため、記載を省略してお

ります。   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載は

ありません。  

   

【関連情報】
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前連結会計年度（自平成23年２月１日 至平成24年１月31日） 

  (固定資産に係る重要な減損損失) 

「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、店舗設備等の一部の資産は、当該事業に係る損

益及びキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる状況であるため、当連結会計年度において、収益性

が著しく低下しているものと判断し、帳簿価額を回収可能価額等まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。   

「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、それぞれ 千円、 千円の減損損失を

計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当連結会計年度において 千円であります。 

   

当連結会計年度（自平成24年２月１日 至平成25年１月31日） 

  (固定資産に係る重要な減損損失) 

「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、店舗設備等の一部の資産は、当該事業に係る損

益及びキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる状況であるため、当連結会計年度において、収益性

が著しく低下しているものと判断し、帳簿価額を回収可能価額等まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。   

「食肉等の小売業」及び「外食業」セグメントにおいて、それぞれ 千円、 千円の減損損失を

計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当連結会計年度において 千円であります。 

   

前連結会計年度（自平成23年２月１日 至平成24年１月31日） 

（単位：千円）

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以

下のとおりであります。 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自平成24年２月１日 至平成25年１月31日） 

（単位：千円）

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以

下のとおりであります。 

（単位：千円）

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

30,610 28,547

59,158

52,242 80,022

132,265

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  
食肉等の 

小売業 

食肉等の製

造・加工業 
外食業 その他 全社・消去 合計 

当期償却額  － － 284,240 －  － 284,240

当期末残高  － － 83,747 －  － 83,747

  
食肉等の 

小売業 

食肉等の製

造・加工業 
外食業 その他 全社・消去 合計 

当期償却額  184 － － －  － 184

当期末残高  107 － － －  － 107

  
食肉等の 

小売業 

食肉等の製

造・加工業 
外食業 その他 全社・消去 合計 

当期償却額  － － 54,648 －  － 54,648

当期末残高  － － 29,099 －  － 29,099

  
食肉等の 

小売業 

食肉等の製

造・加工業 
外食業 その他 全社・消去 合計 

当期償却額  107 － － －  － 107

当期末残高  － － － －  － －
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前連結会計年度（自平成23年２月１日 至平成24年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成24年２月１日 至平成25年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前連結会計年度（自 平成23年２月１日 至 平成24年１月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成24年２月１日 至 平成25年１月31日） 

該当事項はありません。 

  

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任監査役候補 

（常 勤）監査役 堀 友幸（現 内部監査室リーダー） 

（非常勤）監査役 安岡信幸（現 エスフーズ株式会社常務取締役管理本部長） 

・退任予定監査役 

（常 勤）監査役 尾崎 孟司 

（非常勤）監査役 富沢 進 

③就任予定日 

 平成25年４月26日 

  

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年２月１日 
至 平成24年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年２月１日 
至 平成25年１月31日） 

１株当たり純資産額     円   銭1,018 30

１株当たり当期純利益  円 銭33 94

１株当たり純資産額     円   銭1,103 79

１株当たり当期純利益  円 銭105 17

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 同左 

  
前連結会計年度 

(自 平成23年２月１日 
至 平成24年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年２月１日 
至 平成25年１月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円)  231,320  716,836

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円)  231,320  716,836

期中平均株式数（株）  6,816,183  6,816,183

（重要な後発事象）

４.その他

（１）役員の異動

（２）その他
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