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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 44,446 ― 1,628 ― 1,701 ― 949 ―

20年3月期第2四半期 41,868 11.6 1,006 △40.6 1,070 △39.5 △86 ―

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

21年3月期第2四半期 95.75 ―

20年3月期第2四半期 △8.73 ―

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

21年3月期第2四半期 28,205 20,152 71.4 2,032.28
20年3月期 27,817 19,263 69.2 1,942.50

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,152百万円 20年3月期  19,263百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 88,696 3.0 3,118 24.0 3,246 22.8 1,752 147.6 176.76

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  83,570株 20年3月期  83,338株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  9,916,572株 20年3月期第2四半期  9,961,259株

－ 1 －



カネ美食品㈱（2669）平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 2 －



カネ美食品㈱（2669）平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 3 －



カネ美食品㈱（2669）平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,329,414 4,225,327

売掛金 3,409,067 4,216,512

有価証券 299,676 －

商品 7,459 7,955

製品 15,171 7,185

原材料 323,076 322,342

仕掛品 94,332 78,813

貯蔵品 129,752 126,157

繰延税金資産 391,366 421,817

その他 641,828 580,846

流動資産合計 10,641,144 9,986,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,694,339 5,865,946

機械装置及び運搬具（純額） 2,269,529 2,427,690

土地 4,591,154 4,591,154

その他（純額） 457,425 505,891

有形固定資産合計 13,012,448 13,390,682

無形固定資産 259,563 271,805

投資その他の資産   

投資有価証券 2,390,909 2,185,579

繰延税金資産 362,786 439,069

長期預金 700,000 700,000

その他 846,738 851,545

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 4,291,984 4,167,743

固定資産合計 17,563,996 17,830,231

資産合計 28,205,141 27,817,188
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,514,297 3,031,464

1年内返済予定の長期借入金 499,200 499,200

未払法人税等 760,700 513,400

賞与引当金 681,700 800,500

役員賞与引当金 7,820 2,840

その他 2,454,711 2,346,982

流動負債合計 6,918,428 7,194,386

固定負債   

長期借入金 444,300 693,900

退職給付引当金 429,731 392,702

負ののれん 61,813 70,243

長期未払金 148,327 148,327

その他 49,606 54,551

固定負債合計 1,133,778 1,359,724

負債合計 8,052,206 8,554,111

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 16,236,846 15,485,701

自己株式 △263,208 △262,587

株主資本合計 20,150,237 19,399,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,697 △136,636

評価・換算差額等合計 2,697 △136,636

純資産合計 20,152,934 19,263,076

負債純資産合計 28,205,141 27,817,188
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（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 44,446,928

売上原価 38,561,491

売上総利益 5,885,437

販売費及び一般管理費 4,257,397

営業利益 1,628,039

営業外収益  

受取利息 2,953

受取配当金 29,962

負ののれん償却額 8,429

不動産賃貸料 15,428

その他 31,073

営業外収益合計 87,847

営業外費用  

支払利息 7,835

不動産賃貸原価 5,250

その他 1,177

営業外費用合計 14,263

経常利益 1,701,623

特別利益  

前期損益修正益 6,728

固定資産売却益 629

補助金収入 35,100

特別利益合計 42,458

特別損失  

固定資産除却損 18,898

減損損失 14,001

投資有価証券評価損 19,025

特別損失合計 51,925

税金等調整前四半期純利益 1,692,156

法人税、住民税及び事業税 717,354

法人税等調整額 25,324

法人税等合計 742,678

四半期純利益 949,477
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,692,156

減価償却費 682,223

減損損失 14,001

負ののれん償却額 △8,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △118,800

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,028

受取利息及び受取配当金 △32,915

支払利息 7,835

固定資産売却損益（△は益） △629

固定資産除却損 10,671

投資有価証券評価損益（△は益） 19,025

売上債権の増減額（△は増加） 859,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,338

未収入金の増減額（△は増加） 20,073

仕入債務の増減額（△は減少） △517,167

その他の流動資産の増減額（△は増加） △133,129

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,622

未払費用の増減額（△は減少） △67,342

未払消費税等の増減額（△は減少） 203,337

その他の流動負債の増減額（△は減少） △65,287

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,945

小計 2,582,376

利息及び配当金の受取額 32,935

利息の支払額 △7,782

法人税等の支払額 △470,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,136,920

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △274,952

有形固定資産の売却による収入 1,511

投資有価証券の取得による支出 △3,610

長期貸付金の回収による収入 1,960

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9,565

投資活動によるキャッシュ・フロー △284,656
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入金の返済による支出 △249,600

自己株式の純増減額（△は増加） △620

配当金の支払額 △198,280

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,403,763

現金及び現金同等物の期首残高 4,225,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,629,090
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