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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結）    
 平成18年７月31日 

会 社 名  カネ美食品株式会社 上 場 取 引 所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ２６６９ 本社所在都道府県  愛知県 

（ＵＲＬ http://www.kanemi-foods.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 古 田 克 美 

問合せ先責任者  役職名 執行役員財務部長  氏名 三矢本利昭  ＴＥＬ（052）895－2141 
 
１．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（連結）の作成等に係る事項 

  会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ： 有 

（内容）原価差異等のたな卸資産への配賦については、実施しておりません。 
 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

  (1) 連結経営成績の進捗状況           （記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期第１四半期 18,136 （ △0.3 ） 642 （   6.9 ） 686 （   6.1 ）

18年３月期第１四半期 18,197 （  3.9 ） 600 （△35.8 ） 646 （△33.3 ）

（参考）18年３月期 75,250 3,307 3,407

 

 第１四半期（当期）純利益
１株当たり第１四半期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり第１四半期 
( 当 期 ) 純 利 益 

 百万円   ％ 円  銭 円  銭 

19年３月期第１四半期 376 （   4.2 ） 37 71 ― ― 

18年３月期第１四半期 360 （ 96.6 ） 35 73 ― ― 

（参考）18年３月期 1,941 192 93 ― ― 

（注）１．会計処理の方法の変更   有 ・ ○無  

   ２．売上高、営業利益、経常利益、第１四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減

率であります。 
 
  (2) 連結財政状態の変動状況 

 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

19年３月期第１四半期 24,347 18,135 74.5 1,818 76 

18年３月期第１四半期 23,116 16,878 73.0 1,673 26 

（参考）18年３月期 25,230 18,295 72.5 1,833 85 

 
  (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

19年３月期第１四半期 332 △386 △242 4,604 

18年３月期第１四半期 △99 △246 △223 3,598 

（参考）18年３月期 2,680 △1,200 △746 4,899 

 
  (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 ２社  持分法適用非連結子会社数 ― 社  持分法適用関連会社数 ― 社 
 
  (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)  ― 社  (除外)  ― 社   持分法(新規)  ― 社  (除外)  ― 社 
 
３．19年３月期の連結業績予想（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円 
中 間 期 38,407 1,735 971 

通   期 76,466 3,525 1,979 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 196円71銭 

  ※上記の予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、添付資料の４ページを参照してください。 
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【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第35期 

第１四半期 
第36期 

第１四半期 
第37期 

第１四半期 
第35期 第36期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

(1) 連結経営指標等       

売上高 千円 17,514,033 18,197,351 18,136,979 74,105,855 75,250,397 

経常利益 千円 970,142 646,726 686,238 4,193,724 3,407,789 

第１四半期（当期）純
利益 

千円 183,389 360,665 376,047 2,011,236 1,941,102 

純資産額 千円 15,191,484 16,878,622 18,135,477 16,725,344 18,295,291 

総資産額 千円 23,032,028 23,116,413 24,347,296 24,178,319 25,230,295 

１株当たり純資産額 円 1,503.82 1,673.26 1,818.76 1,655.90 1,833.85 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益金額 

円 18.15 35.73 37.71 198.93 192.93 

自己資本比率 ％ 66.0 73.0 74.5 69.2 72.5 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

千円 21,387 △99,069 332,971 3,777,634 2,680,256 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

千円 △278,517 △246,016 △386,178 △390,469 △1,200,525 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

千円 △251,391 △223,509 △242,026 △2,269,178 △746,944 

現金及び現金同等物の
第１四半期(期末)残高 

千円 2,540,629 3,598,543 4,604,692 4,167,138 4,899,925 

(2) 個別経営指標等      

売上高 千円 17,508,625 18,189,133 18,003,443 74,075,380 74,974,399 

経常利益 千円 963,837 634,675 650,715 4,143,463 3,331,868 

第１四半期（当期）純
利益 

千円 180,079 355,991 354,765 1,981,476 1,901,029 

資本金 千円 2,002,262 2,002,262 2002,262 2,002,262 2,002,262 

発行済株式総数 株 10,275,587 10,275,587 10,000,000 10,275,587 10,000,000 

純資産額 千円 15,188,088 16,845,782 18,045,956 16,695,498 18,227,052 

総資産額 千円 23,018,904 23,074,357 24,130,860 24,137,985 25,021,334 

１株当たり純資産額 円 1,503.49 1,670.00 1,809.78 1,653.11 1,827.01 

１株当たり第１四半期
(当期)純利益金額 

円 17.82 35.26 35.57 196.15 188.94 

自己資本比率 ％ 66.0 73.0 74.8 69.2 72.8 

 （注） 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
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１【経営成績及び財政状態】 

(1) 経営成績 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、好調な企業業績を背景に、設備投資の増加や雇用情

勢・所得環境の改善に伴う個人消費の回復を牽引役とした国内需要に支えられ、景気は引続き自律的回復基調

で推移いたしました。その一方で、当社グループを取巻く中食市場においては、原材料価額の上昇が見られ、

また、この数年続いている市場規模の拡大は、消費者の利便性の高まりと選択肢の幅が増えるメリットがある

反面、企業間においては、新規参入による競合の激化にもつながっております。 

 当社グループは、このような経営環境の中において、永続的な成長を持続させるため、創業時から培った企

業理念、価値観の共有化を今一度図り直すとともに、売場の場面作りまで視野に入れた商品作りに注力してま

いりました。 

 当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、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１四半期連結会計期間の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ0.3％減収の181億36百万円とな

りました。 

 テナント事業においては、既存の総合惣菜店舗５店舗、寿司専門店舗３店舗の計８店舗の改装を実施しま

した。また、出店先のユニーグループによる「愛知うまいもん市」「東西寿司対決」といった週末のイベン

ト企画に多数参画し、既存店舗の販売促進を強化するとともに、十穀米・発芽米等を使用した弁当を商品化

するなど健康志向への高まりにも積極的に取組んでまいりました。これらにより、テナント事業全体の売上

高は、前連結会計年度中に出店した新設店の増収効果と併せて、前第１四半期連結会計期間と比べ3.5％増

収の100億79百万円となりました。 

 外販事業においては、株式会社サークルＫサンクスの企画「全国うまいもんフェア」への参画や、東海キ

ヨスク株式会社運営店舗への納品額の増加など、個々の増収要因はあったものの、米飯全般では伸び悩み、

外販事業全体の売上高は、前第１四半期連結会計期間と比べ4.8％減収の80億51百万円となりました。 

 炊飯事業においては、前第１四半期連結会計期間と比べ8.4％増収の５百万円となりました。 

 

② 営業利益 

 当第１四半期連結会計期間の営業利益は、前第１四半期連結会計期間と比べ6.9％増益の６億42百万円と

なりました。 

 テナント事業においては、売上高の増加と製造経費の低減が概ね計画通りに進捗したことなどにより、前

第１四半期連結会計期間と比べ12.7％増益の５億91百万円となりました。 

外販事業においては、売上高の減少に加え、原油価額高騰による光熱費の増加並びに東海工場の増築に伴

う償却負担の増加等が主な要因となり、前第１四半期連結会計期間と比べ12.9％減益の２億71百万円となり

ました。 

 炊飯事業においては、テナント事業への炊飯米等の出荷が前第１四半期連結会計期間に比べ11.3％減少し

たため、前第１四半期連結会計期間と比べ27.6％減益の14百万円となりました。 

 

③ 経常利益 

 当第１四半期連結会計期間の経常利益は、営業利益と同様の要因により、前第１四半期連結会計期間と比

べ6.1％増益の６億86百万円となりました。 

 

④ 第１四半期純利益 

 当第１四半期連結会計期間の第１四半期純利益は、上述の経常利益等の増加を受け、前第１四半期連結会

計期間と比べ4.2％増益の３億76百万円となりました。 
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(2) 財政状態 

 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

（百万円） 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

（百万円） 

19年３月期第１四半期 332 △386 △242 4,604 

18年３月期第１四半期 △99 △246 △223 3,598 

（参考）18年３月期 2,680 △1,200 △746 4,899 

 
 当第１四半期連結会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１四半期連結

会計期間末に比べ10億６百万円の増加（前年同期比127.9％）となり、当第１四半期連結会計期間末は46億４

百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであり

ます。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によって得られた資金は、前第１四半期連結会計期間より４億32百万円多い３億32百万円となり

ました。 

 この主な要因は、当第１四半期連結会計期間の税金等調整前第１四半期純利益が前第１四半期連結会計期

間に比べ39百万円多かったことに加えて、法人税等の支払額が前第１四半期連結会計期間に比べ４億25百万

円少なかったことなどによります。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によって使用した資金は、前第１四半期連結会計期間より１億40百万円多い３億86百万円となり

ました。 

 この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が、前第１四半期連結会計期間に比べ39百万円多かった

こと並びに投資有価証券の売却等による収入が前第１四半期連結会計期間に比べ１億円少なかったことによ

ります。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によって使用した資金は、前第１四半期連結会計期間より18百万円多い２億42百万円となりまし

た。 

 支出の主な内容は、配当金の支払による２億25百万円の支出と自己株式の取得による16百万円の支出であ

ります。 

 

(3) 設備投資の概要 

 テナント事業においては、８店舗の改装等に47百万円の設備投資を実施し、外販事業においては、生産設備

の更新等に２億91百万円の設備投資を実施しました。 

 これらにより、当第１四半期連結会計期間において、当社グループが実施した設備投資の総額は、３億39百

万円となりました。 

 

(4) 通期の業績見通し（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）  

 当社グループにおいて、当第１四半期連結会計期間の業績が、ほぼ見通しのとおりに推移していることなど

から、平成18年５月15日の決算発表時における業績見通しに変更はありません。 

 なお、原材料の仕入価額の変動など、リスクは常に発生しており、これらのリスク要因の変動が当初想定し

た範囲を上回る事態が発生した場合には、当初の見通し数値とは異なる可能性がありますことをご承知おきく

ださい。 
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２【第１四半期連結財務諸表等】 

(1) 【第１四半期連結貸借対照表】 

  
前第１四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   3,598,543 4,604,692  4,899,925

２．売掛金   2,362,082 2,538,589  2,851,179

３．たな卸資産   442,474 405,966  398,868

４．繰延税金資産   338,216 336,167  420,838

５．その他   463,191 461,133  424,130

流動資産合計   7,204,509 31.2 8,346,550 34.3  8,994,941 35.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物  4,352,870 4,383,056 4,416,650 

(2) 機械装置及び運
搬具 

 1,737,280 2,114,808 2,015,514 

(3) 土地  3,643,219 3,483,127 3,483,127 

(4) その他  783,756 10,517,126 667,752 10,648,745 683,290 10,598,582

２．無形固定資産   192,311 200,926  206,189

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,410,702 3,358,741 3,804,708 

(2) 繰延税金資産  373,671 276,212 109,716 

(3) 長期性預金  600,000 700,000 700,000 

(4) その他  846,392 824,420 824,457 

貸倒引当金  △28,300 5,202,465 △8,300 5,151,075 △8,300 5,430,582

固定資産合計   15,911,904 68.8 16,000,746 65.7  16,235,354 64.3

資産合計   23,116,413 100.0 24,347,296 100.0  25,230,295 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   2,501,450 2,576,290  2,832,505

２．未払法人税等   181,000 213,600  561,100

３．賞与引当金   671,300 709,200  797,600

４．役員賞与引当金   6,000 6,498  17,440

５．その他   2,058,053 2,093,600  2,101,307

流動負債合計   5,417,804 23.4 5,599,189 23.0  6,309,953 25.0
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前第１四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払金   ― 152,434  ―

２．退職給付引当金   405,984 394,043  411,032

３．役員退職慰労引当
金 

  137,539 ―  149,431

４．その他   276,462 66,152  64,586

固定負債合計   819,987 3.6 612,629 2.5  625,050 2.5

負債合計   6,237,791 27.0 6,211,819 25.5  6,935,004 27.5

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,002,262 8.7 ― ―  2,002,262 7.9

Ⅱ 資本剰余金   2,174,336 9.4 ― ―  2,174,336 8.6

Ⅲ 利益剰余金   13,143,097 56.8 ― ―  13,713,362 54.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  134,362 0.6 ― ―  478,830 1.9

Ⅴ 自己株式   △575,437 △2.5 ― ―  △73,500 △0.3

資本合計   16,878,622 73.0 ― ―  18,295,291 72.5

負債資本合計   23,116,413 100.0 ― ―  25,230,295 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 2,002,262 8.2  ― ―

２．資本剰余金   ― ― 2,174,336 8.9  ― ―

３．利益剰余金   ― ― 13,839,998 56.9  ― ―

４．自己株式   ― ― △90,476 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 17,926,121 73.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評
価差額金 

  ― ― 209,355 0.9  ― ―

評価・換算差額等合
計 

  ― ― 209,355 0.9  ― ―

純資産合計   ― ― 18,135,477 74.5  ― ―

負債純資産合計   ― ― 24,347,296 100.0  ― ―
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(2) 【第１四半期連結損益計算書】 

  
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   18,197,351 100.0 18,136,979 100.0  75,250,397 100.0

Ⅱ 売上原価   16,046,183 88.2 15,907,465 87.7  65,652,394 87.2

売上総利益   2,151,167 11.8 2,229,514 12.3  9,598,003 12.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  1,550,618 8.5 1,587,208 8.8  6,290,719 8.4

営業利益   600,549 3.3 642,305 3.5  3,307,283 4.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,752 2,174 8,995 

２．受取配当金  27,468 25,510 55,282 

３．不動産賃貸収入  6,674 4,692 13,593 

４．その他  13,940 50,835 0.3 13,771 46,148 0.3 34,602 112,474 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．創立費  661 ― 661 

２．不動産賃貸収入原
価 

 3,055 1,512 6,719 

３．支払手数料  310 150 1,681 

４．その他  631 4,657 0.0 552 2,215 0.0 2,905 11,968 0.0

経常利益   646,726 3.6 686,238 3.8  3,407,789 4.5

Ⅵ 特別利益    

１．賞与引当金戻入益  ― ― 6,947 

２．固定資産売却益 ※２ ― 84 247 

３．投資有価証券売却
益 

 ― ― 120,312 

４．工場建設促進助成
金 

 ― ― 3,764 

５．再生債権配当額  ― ― 22,500 

６．その他  ― ― ― ― 84 0.0 1,191 154,963 0.2

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ ― ― 3,883 

２．固定資産除却損 ※４ 11,511 14,550 98,104 

３．減損損失 ※５ ― ― 21,398 

４．投資有価証券売却
損 

 ― ― 21,326 

５．投資有価証券評価
損 

 3,131 ― 2,952 

６．会員権売却損  ― ― 3,733 

７．その他  ― 14,642 0.1 ― 14,550 0.1 8,950 160,348 0.2

税金等調整前第１
四半期(当期)純利
益 

  632,084 3.5 671,772 3.7  3,402,404 4.5

法人税、住民税及
び事業税 

 167,249 196,399 1,407,363 

法人税等調整額  104,169 271,419 1.5 99,325 295,724 1.6 53,937 1,461,301 1.9

第１四半期(当期)
純利益 

  360,665 2.0 376,047 2.1  1,941,102 2.6
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(3) 【第１四半期連結剰余金計算書及び第１四半期連結株主資本等変動計算書】 

第１四半期連結剰余金計算書 

  

前第１四半期連結会計期間 
 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,174,336  2,174,336 

Ⅱ 資本剰余金第１四半期末
（期末）残高 

  2,174,336  2,174,336 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   12,986,101  12,986,101 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

   第１四半期（当期） 
   純利益 

 360,665 360,665 1,941,102 1,941,102 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  201,988  352,942  

２．役員賞与  1,680  1,680  

３．自己株式消却額  ― 203,668 859,219 1,213,841 

Ⅳ 利益剰余金第１四半期末
（期末）残高 

  13,143,097  13,713,362 

      

 

第１四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計 

その他有価
証券評価差

額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 2,002,262 2,174,336 13,713,362 △73,500 17,816,461 478,830 478,830 18,295,291

第１四半期連結会計期間
中の変動額 

   

剰余金の配当  △249,410 △249,410   △249,410

第１四半期純利益  376,047 376,047   376,047

自己株式の取得  △16,976 △16,976   △16,976

株主資本以外の項目の
第１四半期連結会計期
間中の変動額（純額） 

 △269,474 △269,474 △269,474

第１四半期連結会計期間
中の変動額合計 

― ― 126,636 △16,976 109,660 △269,474 △269,474 △159,814

平成18年６月30日残高 2,002,262 2,174,336 13,839,998 △90,476 17,926,121 209,355 209,355 18,135,477
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(4) 【第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前第１四
半期（当期）純利益

 632,084 671,772 3,402,404 

減価償却費  273,943 287,003 1,222,664 

減損損失  ― ― 21,398 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 ― ― △20,000 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 △112,800 △88,400 13,500 

役員賞与引当金の増
減額（減少：△） 

 △20,000 △10,942 △8,560 

退職給付引当金の増
減額（減少：△） 

 21,032 △16,989 26,080 

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△） 

 △7,139 △149,431 4,753 

受取利息及び受取配
当金 

 △30,220 △27,684 △64,278 

固定資産除却損  9,981 8,730 83,574 

投資有価証券売却益  ― ― △120,312 

投資有価証券売却損  ― ― 21,326 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 409,021 379,367 △139,204 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 34,404 △7,098 78,010 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 △263,266 △256,214 67,787 

その他流動資産の増
減額（増加：△） 

 △121,516 △101,605 △25,189 

その他固定資産の増
減額（増加：△） 

 6,398 2,123 32,221 

未払費用の増減額
（減少：△） 

 △64,158 △84,103 80,175 

未払消費税等の増減
額（減少：△） 

 36,566 74,490 △33,137 

その他流動負債の増
減額（減少：△） 

 15,513 △4,971 △33,927 

その他固定負債の増
減額（減少：△） 

 △684 154,000 △212,560 
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前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

役員賞与の支払額  △1,680 ― △1,680 

その他  3,131 △84 6,588 

小計  820,612 829,964 4,401,635 

利息及び配当金の受
取額 

 28,370 25,510 64,291 

法人税等の支払額  △948,052 △522,502 △1,785,670 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △99,069 332,971 2,680,256 

Ⅱ 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 

 ― ― △100,000 

有形固定資産の取得
による支出 

 △334,125 △373,720 △1,732,910 

有形固定資産の売却
による収入 

 ― 281 294,269 

投資有価証券の取得
による支出 

 △2,708 △4,661 △281,653 

投資有価証券の売却
等による収入 

 100,224 ― 660,360 

長期貸付金の回収に
よる収入 

 45 45 320 

その他投資の取得に
よる支出 

 △9,451 △8,122 △40,911 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △246,016 △386,178 △1,200,525 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

自己株式の取得によ
る支出 

 △36,553 △16,410 △391,112 

自己株式の純増減額
（増加：△） 

 △476 △566 △3,199 

配当金の支払額  △186,479 △225,049 △352,632 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △223,509 △242,026 △746,944 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 △568,595 △295,232 732,786 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 4,167,138 4,899,925 4,167,138 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
第１四半期末（期末）
残高 

※ 3,598,543 4,604,692 4,899,925 
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第１四半期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 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は、18,135,477千円であ

ります。 

―――――― 

 

注記事項 

（第１四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、10,664,103千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,304,258千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,089,322千円でありま

す。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。 

   なお、当第１四半期連結会計

期間末において同契約に基づく

借入実行残高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当第１四半期連結会計

期間末において同契約に基づく

借入実行残高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当連結会計年度末にお

いて同契約に基づく借入実行残

高はありません。 
 

特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
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（第１四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 
 

運賃配送料 543,464千円

従業員給与・
賞与 

360,717 

賞与引当金繰
入額 

46,625 

役員賞与引当
金繰入額 

6,000 

退職給付費用 7,179 

役員退職慰労
引当金繰入額 

2,349 

委託労務費 142,377 

減価償却費 63,080 

オンライン費 63,823 
  

 
運賃配送料 543,206千円

従業員給与・
賞与 

386,536 

賞与引当金繰
入額 

56,914 

役員賞与引当
金繰入額 

6,498 

退職給付費用 5,027 

役員退職慰労
引当金繰入額

3,002 

委託労務費 141,731 

減価償却費 58,696 

オンライン費 10,824 
  

 
運賃配送料 2,259,490千円

従業員給与・
賞与 

1,467,413 

賞与引当金繰
入額 

156,073 

役員賞与引当
金繰入額 

17,440 

退職給付費用 29,092 

役員退職慰労
引当金繰入額 

14,241 

委託労務費 585,135 

減価償却費 285,499 

オンライン費 250,993 
  

※２．  ―――――― ※２．固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

※２．固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 
 

 
  

 
機械装置及び
運搬具 

84千円

  

 
機械装置及び
運搬具 

247千円

  
※３．  ―――――― ※３．  ―――――― ※３．固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 
 

 
  

 
 

  

 
土地 3,883千円

  
※４．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※４．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 
 

建物及び構築
物 

3,258千円

機械装置及び
運搬具 

4,639 

その他 2,083 

固定資産撤去
費 

1,529 

計 11,511 
  

 
建物及び構築
物 

4,402千円

機械装置及び
運搬具 

3,803 

その他 524 

固定資産撤去
費 

5,819 

計 14,550 
  

 
建物及び構築
物 

22,027千円

機械装置及び
運搬具 

55,929 

その他 5,617 

固定資産撤去
費 

14,529 

計 98,104 
  

※５．     ―――――― ※５．     ―――――― ※５．減損損失 

   当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しま

した。なお、資産のグルーピン

グは、管理会計上の区分に基づ

いて行っております。 
     

事業 用途 種類 
減損損失
(千円)

テナント
事業 

寿司専門
店舗７店
舗 

建物 
機械装置 
その他 

15,979
2,343
3,075
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    テナント事業の寿司専門店舗

７店舗については、投資額に見

合った収益性を確保することは

困難であり、今後において投資

額の回収が見込めないと判断さ

れるため、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（21,398千

円）として特別損失に計上しま

した。 

 なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッ

シュ・フローに基づく評価額が

マイナスであるため、回収可能

価額は、零と算定しておりま

す。 

 

（第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 3,598,543千円

現金及び現金同等
物 

3,598,543 

  

 
現金及び預金勘定 4,604,692千円

現金及び現金同等
物 

4,604,692 

  

 
現金及び預金勘定 4,899,925千円

現金及び現金同等
物 

4,899,925 

  
 



 

－  － 
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額
(千円) 

機械装
置及び
運搬具 

3,516 2,588 ― 927 

その他 61,253 31,886 11,113 18,253 

合計 64,770 34,475 11,113 19,181 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

3,516 3,174 ― 341

その他 61,253 40,705 11,113 9,434

合計 64,770 43,880 11,113 9,776

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円)

機械装
置及び
運搬具

3,516 3,028 ― 488

その他 61,253 38,500 11,113 11,639

合計 64,770 41,528 11,113 12,127

  
 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料第１四半期末残高が

有形固定資産の第１四半期末

残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

同左  （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 
 

１年内 9,405千円

１年超 9,776 

計 19,181 
  

 
１年内 8,484千円

１年超 1,291 

計 9,776 
  

 
１年内 9,307千円

１年超 2,820 

計 12,127 
   

リース資産減損

勘定の残高 
9,060千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
6,324千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
7,008千円

  
 （注）未経過リース料第１四半期

末残高相当額は、未経過リー

ス料第１四半期末残高が有形

固定資産の第１四半期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

同左  （注）未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 
 

支払リース料 3,035千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
684 

減価償却費相当額 2,351 
  

 
支払リース料 3,035千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
684 

減価償却費相当額 2,351 
  

 
支払リース料 12,141千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
2,736 

減価償却費相当額 9,405 
  



 

－  － 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対
照表計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 3,155,373 3,371,778 216,404 

(2) その他 29,174 37,455 8,281 

合計 3,184,547 3,409,233 224,685 

 （注） 当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について3,131千円減損処理を

行っております。 

なお、株式の減損処理にあたっては、第１四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上

下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして全て減損処理を行うものとし、30％以上50％未満

の下落率であった場合には、個々の銘柄について時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定

するものとしております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 1,468 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対
照表計上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 2,976,052 3,309,193 333,140 

(2) その他 31,127 48,079 16,952 

合計 3,007,179 3,357,273 350,093 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 1,468 



 

－  － 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 2,973,345 3,749,998 776,652 

(2) その他 29,174 53,241 24,067 

合計 3,002,519 3,803,239 800,719 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,952千円減損処理を行っておりま

す。 

なお、株式の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、時

価の回復可能性がないものとして全て減損処理を行うものとし、30％以上50％未満の下落率であった場合

には、個々の銘柄について時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定するものとしておりま

す。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 1,468 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日） 

 
テナント事業 
（千円） 

外販事業 
（千円） 

炊飯事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対する売
上高 

9,730,433 8,461,752 5,165 18,197,351 ― 18,197,351

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― 59,220 196,828 256,048 △256,048 ―

計 9,730,433 8,520,973 201,994 18,453,400 △256,048 18,197,351

営業費用 9,205,709 8,208,789 182,619 17,597,118 △316 17,596,802

営業利益 524,723 312,184 19,374 856,281 △255,732 600,549

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

 
テナント事業 
（千円） 

外販事業 
（千円） 

炊飯事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対する売
上高 

10,079,467 8,051,909 5,602 18,136,979 ― 18,136,979

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― 158,587 174,509 333,096 △333,096 ―

計 10,079,467 8,210,496 180,111 18,470,076 △333,096 18,136,979

営業費用 9,488,087 7,938,687 166,100 17,592,876 △98,202 17,494,673

営業利益 591,379 271,809 14,010 877,200 △234,894 642,305

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 
テナント事業 
（千円） 

外販事業 
（千円） 

炊飯事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対する売
上高 

40,792,998 34,435,769 21,629 75,250,397 ― 75,250,397

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― 348,252 783,408 1,131,660 △1,131,660 ―

計 40,792,998 34,784,022 805,037 76,382,058 △1,131,660 75,250,397

営業費用 38,392,226 33,144,618 748,635 72,285,480 △342,365 71,943,114

営業利益 2,400,772 1,639,403 56,402 4,096,578 △789,294 3,307,283

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。 

 



 

－  － 
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２．各事業の主な内容 

 事業区分 主要な事業の内容 

 テナント事業 
スーパーマーケット等へのチェーン店舗出店を行い、寿司・惣菜等を製造・
加工し、販売を行っております。 

 外販事業 
弁当・おにぎり・惣菜等を製造・加工し、コンビニエンスストア加盟店舗へ
納品を行っております。 

 炊飯事業 
炊飯及び寿司飯等の製造を行い、当社のテナント事業及び得意先へ納品を
行っております。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
前第１四半期
連結会計期間
（千円） 

当第１四半期
連結会計期間
（千円） 

前連結 
会計年度 
（千円） 

主要な内容 

 
消去又は全社の項目
に含めた配賦不能営
業費用の金額 

255,916 235,749 789,294 
総務、人事及び経理部門等の管理
部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日）、当第１四半期連結会計期間

（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月

31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日）、当第１四半期連結会計期間

（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月

31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,673.26円 1,818.76円 1,833.85円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

35.73円 37.71円 192.93円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半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。 

 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。 

 （注） １株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第１四半期（当期）純利益（千円） 360,665 376,047 1,941,102 

普通株式に係る第１四半期 

（当期）純利益（千円） 
360,665 376,047 1,941,102 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,095 9,973 10,061 
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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別）   
 平成18年７月31日 

会 社 名  カネ美食品株式会社 上 場 取 引 所  ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  ２６６９ 本社所在都道府県  愛知県 

（ＵＲＬ http://www.kanemi-foods.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 古 田 克 美 

問合せ先責任者  役職名 執行役員財務部長  氏名 三矢本利昭  ＴＥＬ（052）895－2141 

                                   中間配当制度の有無  ◯有 ・ 無 

                              単元株制度採用の有無 ◯有（１単元100株）・無 

 
１．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（個別）の作成等に係る事項 

  会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ： 有 

（内容）原価差異等のたな卸資産への配賦については、実施しておりません。 

 

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

  (1) 経営成績の進捗状況             （記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期第１四半期 18,003 （ △1.0 ） 605 （   3.1 ） 650 （   2.5 ）

18年３月期第１四半期 18,189 （   3.8 ） 587 （△36.8 ） 634 （△34.1 ）

（参考）18年３月期 74,974 3,228 3,331

 

 第１四半期（当期）純利益
１株当たり第１四半期 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１株当たり第１四半期 
( 当 期 ) 純 利 益 

百万円   ％ 円  銭 円  銭 

19年３月期第１四半期 354 （ △0.3 ） 35 57 ― ― 

18年３月期第１四半期 355 （ 97.6 ） 35 26 ― ― 

（参考）18年３月期 1,901 188 94 ― ― 

（注）１．会計処理の方法の変更   有 ・ ○無  

   ２．売上高、営業利益、経常利益、第１四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減

率であります。 

 
  (2) 財政状態の変動状況 

 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

19年３月期第１四半期 24,130 18,045 74.8 1,809 78 

18年３月期第１四半期 23,074 16,845 73.0 1,670 00 

（参考）18年３月期 25,021 18,227 72.8 1,827 01 

 

３．19年３月期の業績予想（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 38,182 1,687 943 20 00 ―― ―― 

通   期 75,983 3,403 1,907 ―― 20 00 40 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  189円55銭 
  ※上記の予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、添付資料の４ページを参照してください。 
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３【個別第１四半期財務諸表等】 

(1) 【第１四半期貸借対照表】 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,497,854 4,488,787 4,781,811 

２．売掛金  2,359,207 2,445,615 2,751,260 

３．たな卸資産  440,791 353,654 362,659 

４．繰延税金資産  335,122 326,072 410,516 

５．テナント預け金  283,877 270,368 337,839 

６．その他  185,476 203,612 100,476 

流動資産合計   7,102,329 30.8 8,088,110 33.5  8,744,563 34.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  3,631,604 3,699,995 3,718,704 

(2) 構築物  715,920 672,674 687,175 

(3) 機械及び装置  1,717,210 2,095,447 1,996,366 

(4) 車両運搬具  18,700 14,923 15,266 

(5) 工具器具備品  780,181 663,799 679,284 

(6) 土地  3,643,219 3,483,127 3,483,127 

(7) 建設仮勘定  1,000 380 ― 

計  10,507,837 10,630,349 10,579,925 

２．無形固定資産  191,917 197,980 203,070 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,283,625 3,188,734 3,614,949 

(2) 関係会社株式  197,077 240,007 259,759 

(3) 繰延税金資産  373,599 276,181 109,559 

(4) 長期性預金  600,000 700,000 700,000 

(5) 差入保証金  744,615 746,894 749,018 

(6) その他  101,655 70,902 68,788 

貸倒引当金  △28,300 △8,300 △8,300 

計  5,272,273 5,214,419 5,493,774 

固定資産合計   15,972,028 69.2 16,042,749 66.5  16,276,770 65.1

資産合計   23,074,357 100.0 24,130,860 100.0  25,021,334 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  2,526,819 2,523,427 2,782,515 

２．未払金  782,296 742,101 789,833 

３．未払費用  945,423 992,143 1,075,445 

４．未払法人税等  174,000 199,600 537,200 

５．賞与引当金  666,000 690,100 779,200 

６．役員賞与引当金  6,000 6,000 14,600 

７．その他  308,048 318,901 190,437 

流動負債合計   5,408,588 23.4 5,472,274 22.7  6,169,230 24.7

Ⅱ 固定負債    

１．長期未払金  ― 152,434 ― 

２．退職給付引当金  405,984 394,043 411,032 

３．役員退職慰労引当
金 

 137,539 ― 149,431 

４．その他  276,462 66,152 64,586 

固定負債合計   819,987 3.6 612,629 2.5  625,050 2.5

負債合計   6,228,575 27.0 6,084,903 25.2  6,794,281 27.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,002,262 8.7 ― ―  2,002,262 8.0

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  2,174,336 ― 2,174,336 

資本剰余金合計   2,174,336 9.4 ― ―  2,174,336 8.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  81,045 ― 81,045 

２．任意積立金  9,604,363 ― 9,604,363 

３．第１四半期（当
期）未処分利益 

 3,424,848 ― 3,959,714 

利益剰余金合計   13,110,257 56.8 ― ―  13,645,122 54.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  134,362 0.6 ― ―  478,830 1.9

Ⅴ 自己株式   △575,437 △2.5 ― ―  △73,500 △0.3

資本合計   16,845,782 73.0 ― ―  18,227,052 72.8

負債資本合計   23,074,357 100.0 ― ―  25,021,334 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 2,002,262 8.3  ― ―

２．資本剰余金    

  資本準備金  ― 2,174,336 ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,174,336 9.0  ― ―

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 81,045 ― 

(2) その他利益剰余
金 

   

  特別償却準備金  ― 823 ― 

  別途積立金  ― 10,300,000 ― 

 繰越利益剰余金  ― 3,368,608 ― 

利益剰余金合計   ― ― 13,750,477 57.0  ― ―

４．自己株式   ― ― △90,476 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 17,836,600 73.9  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評
価差額金 

  ― ― 209,355 0.9  ― ―

評価・換算差額等合
計 

  ― ― 209,355 0.9  ― ―

純資産合計   ― ― 18,045,956 74.8  ― ―

負債純資産合計   ― ― 24,130,860 100.0  ― ―
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(2) 【第１四半期損益計算書】 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   18,189,133 100.0 18,003,443 100.0  74,974,399 100.0

Ⅱ 売上原価   16,091,357 88.5 15,904,795 88.3  65,743,010 87.7

売上総利益   2,097,776 11.5 2,098,648 11.7  9,231,389 12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,510,123 8.3 1,492,715 8.3  6,002,916 8.0

営業利益   587,653 3.2 605,932 3.4  3,228,473 4.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  60,804 0.4 60,603 0.3  164,678 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,782 0.1 15,820 0.1  61,283 0.1

経常利益   634,675 3.5 650,715 3.6  3,331,868 4.4

Ⅵ 特別利益   ― ― 84 0.0  154,963 0.2

Ⅶ 特別損失 ※3.4  14,567 0.1 14,550 0.1  151,889 0.2

税引前第１四半期
(当期)純利益 

  620,108 3.4 636,249 3.5  3,334,942 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

 160,313 182,510 1,373,029 

法人税等調整額  103,803 264,116 1.4 98,974 281,484 1.5 60,883 1,433,913 1.9

第１四半期(当期)
純利益 

  355,991 2.0 354,765 2.0  1,901,029 2.5

前期繰越利益   3,068,857 ―  3,068,857

自己株式消却額   ― ―  859,219

中間配当額   ― ―  150,953

第１四半期(当期)
未処分利益 

  3,424,848 ―  3,959,714
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(3) 【第１四半期株主資本等変動計算書】 

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 
準備金 

利益 
準備金 特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 2,002,262 2,174,336 81,045 4,363 9,600,000 3,959,714 13,645,122 △73,500 17,748,222

第１四半期会計期間中の
変動額 

    

特別償却準備金の取崩
し 

  △3,539 3,539 ―  ―

別途積立金の積立て   700,000 △700,000 ―  ―

剰余金の配当   △249,410 △249,410  △249,410

第１四半期純利益   354,765 354,765  354,765

自己株式の取得    △16,976 △16,976

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額） 

    

第１四半期会計期間中の
変動額合計 

― ― ― △3,539 700,000 △591,105 105,354 △16,976 88,378

平成18年６月30日残高 2,002,262 2,174,336 81,045 823 10,300,000 3,368,608 13,750,477 △90,476 17,836,600

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 478,830 478,830 18,227,052

第１四半期会計期間中の
変動額 

  

特別償却準備金の取崩
し 

  ―

別途積立金の積立て   ―

剰余金の配当   △249,410

第１四半期純利益   354,765

自己株式の取得   △16,976

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額） 

△269,474 △269,474 △269,474

第１四半期会計期間中の
変動額合計 

△269,474 △269,474 △181,096

平成18年６月30日残高 209,355 209,355 18,045,956
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第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は、18,045,956千円であ

ります。 

―――――― 

 

注記事項 

（第１四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、10,659,505千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,296,173千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,082,106千円でありま

す。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。 

   なお、当第１四半期会計期間

末において同契約に基づく借入

実行残高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当第１四半期会計期間

末において同契約に基づく借入

実行残高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当事業年度末において

同契約に基づく借入実行残高は

ありません。 
 

特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
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（第１四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 
 

受取利息 2,752千円

受取配当金 27,468 

不動産賃貸収
入 

16,644 

  

 
受取利息 2,174千円

受取配当金 25,510 

不動産賃貸収
入 

19,152 

  

 
受取利息 8,995千円

受取配当金 55,282 

不動産賃貸収
入 

65,863 

  
※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 

※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 

※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 
 

不動産賃貸収
入原価 

12,841千円

  

 
不動産賃貸収
入原価 

15,117千円

  

 
不動産賃貸収
入原価 

56,713千円

  
※３．     ―――――― ※３．     ―――――― ※３．特別損失の主要な項目は次の

とおりであります。 
 

 
  

 
 

  

 
減損損失 21,398千円

  
※４．     ―――――― ※４．     ―――――― ※４．減損損失 

   当事業年度において、当社グ

ループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。なお、資産のグルーピング

は、管理会計上の区分に基づい

て行っております。 
     

事業 用途 種類 
減損損失
(千円)

テナント
事業 

寿司専門
店舗７店
舗 

建物 
機械装置 
その他 

15,979
2,343
3,075

  
    テナント事業の寿司専門店舗

７店舗については、投資額に見

合った収益性を確保することは

困難であり、今後において投資

額の回収が見込めないと判断さ

れるため、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（21,398千

円）として特別損失に計上しま

した。 

 なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッ

シュ・フローに基づく評価額が

マイナスであるため、回収可能

価額は、零と算定しておりま

す。 



 

－  － 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ５．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 

 ５．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 

 ５．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 
 

有形固定資産 267,851千円

無形固定資産 4,206千円
  

 
有形固定資産 279,111千円

無形固定資産 5,472千円
  

 
有形固定資産 1,195,569千円

無形固定資産 19,118千円
  

 

（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

工具器
具備品 

61,253 31,886 11,113 18,253 

合計 61,253 31,886 11,113 18,253 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

第１四
半期末
残高相
当額 
(千円)

工具器
具備品

61,253 40,705 11,113 9,434

合計 61,253 40,705 11,113 9,434

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円)

工具器
具備品

61,253 38,500 11,113 11,639

合計 61,253 38,500 11,113 11,639

  
 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料第１四半期末残高が

有形固定資産の第１四半期末

残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

同左  （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 
 

１年内 8,818千円

１年超 9,434 

計 18,253 
  

 
１年内 8,142千円

１年超 1,291 

計 9,434 
  

 
１年内 8,818千円

１年超 2,820 

計 11,639 
   

リース資産減損

勘定の残高 
9,060千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
6,324千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
7,008千円

  
 （注）未経過リース料第１四半期

末残高相当額は、未経過リー

ス料第１四半期末残高が有形

固定資産の第１四半期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

同左  （注）未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 



 

－  － 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 
 

支払リース料 2,888千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
684 

減価償却費相当額 2,204 
  

 
支払リース料 2,888千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
684 

減価償却費相当額 2,204 
  

 
支払リース料 11,555千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
2,736 

減価償却費相当額 8,818 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

 前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日）、当第１四半期会計期間（自平成18年

４月１日 至平成18年６月30日）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）のいずれにお

いても子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,670.00円 1,809.78円 1,827.01円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

35.26円 35.57円 188.94円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半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。 

 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。 

 （注） １株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第１四半期（当期）純利益（千円） 355,991 354,765 1,901,029 

普通株式に係る第１四半期（当期）純
利益（千円） 

355,991 354,765 1,901,029 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,095 9,973 10,061 

 




