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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 12,738 ― 1,280 ― 1,284 ― 682 ―

20年9月期第1四半期 12,013 16.6 1,141 4.1 1,148 3.7 652 6.3

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9月期第1四半期 54.85 ―

20年9月期第1四半期 52.51 52.50

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9月期第1四半期 19,021 11,066 58.2 889.15
20年9月期 18,133 10,753 59.3 863.95

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  11,066百万円 20年9月期  10,753百万円

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9月期 ― ― ― 28.00 28.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 28.00 28.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 22,596 8.3 1,370 14.2 1,371 12.8 678 20.9 54.51
通期 44,241 7.6 2,191 12.2 2,198 10.9 967 15.9 77.75

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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.上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々なリスクや不確定要素等が含まれており、実
際の成果や業績等は記載の予想とは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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用して
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  12,446,700株 20年9月期  12,446,700株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  81株 20年9月期  81株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  12,446,619株 20年9月期第1四半期  12,433,760株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した、金融市場の混迷が

実態経済にまで波及しはじめ、景気減速は現実のものとなってまいりました。 

食関連業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりにより、非常に厳しいものになりました。 

  

 このような環境のなか、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、『味と接客サービスのエクセレントカンパ

ニー』を目指し、更なる「柿安」ブランドの強化のため、人財の強化、商品、業態の更なるブラッシュアップ及び内

部管理体制の強化を図って参りました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は12,738,669千円、営業利益は1,280,069千円、経常利益は

1,284,756千円となりました。また、取引先であります株式会社丸井今井の民事再生手続の開始決定を受け、当該取

引先への売掛金の貸倒引当処理を行い、四半期純利益は682,709千円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

  

（a）精肉事業 

 松阪牛、柿安牛をはじめ、各種銘柄牛の調達及び催事の強化を行うとともに、接客スタッフの研修強化により商品

知識、技術の向上、試食販売の強化など、対面販売のレベルアップを図りました。 

 この結果、当事業の売上高は4,285,872千円、営業利益は548,641千円となりました。  

（b）惣菜事業  

 クリスマスから年末商戦にかけて、新商品投入、定番商品のブラッシュアップ及び調理担当者研修の拡大による商

品力の強化を図ると共に、事前告知、販促の充実などを行い集客力の向上に努めました。 

 この結果、当事業の売上高は3,324,239千円、営業利益は323,681千円となりました。  

（c）食品事業 

 和菓子部門においては、新たに「口福堂」14店を加え92店体制に、またしぐれ部門では、急激な景気減速により歳

暮ギフト市場が冷え込む中で堅調に推移しました。 

 この結果、当事業の売上高は3,113,803千円となり、和菓子生産拠点「柿安スイーツファクトリー」の本稼動によ

る償却負担増などにより、営業利益は493,745千円となりました。  

（d）レストラン事業  

 イオンモール岡崎への炭火焼ハンバーグカキヤス出店、及び前期出店店舗（12店）のフル稼動の一方で、既存の店

舗においては、入店先商業施設のオープン時の爆発的な集客の反動、消費動向の急激な変化による高級業態の売上低

下も発生しました。 

  

 この結果、当事業の売上高は2,014,753千円となり、また営業利益は店舗オペレーションの継続改善により165,976

千円となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況は次のとおりであります。  

  総資産   19,021,809千円 （前連結会計期間末比 4.9％増） 

  負債合計  7,954,856千円 （前連結会計期間末比 7.8％増）  

  純資産   11,066,952千円 （前連結会計期間末比 2.9％増） 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

1,541,919千円減少し、2,746,716千円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の減少は、787,794千円となりました。これは、主に売上債権の増加等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）  

 投資活動による資金の減少は、288,119千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等による

ものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の減少は、466,005千円となりました。これは、配当金の支払及び長期借入金の返済による支

出によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、平成20年11月14日の決算発表時

に公表しました予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

（たな卸資産の区分表示に関する改正の早期適用） 

第１四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附

則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18

年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価の切下げの方法)により算定しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日 (企業会計審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第16号 平成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正)が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。  

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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、リース取引開始日が会計基準適用

初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を適用しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

（追加情報）  

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法改正により法定耐用年数が見直されたのを機に耐用年数の見

直しを行った結果、改正後の法定耐用年数と同一の耐用年数を適用しております。 

これに伴い営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ2,753千円増加しております。  
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,346,716 4,888,636

受取手形及び売掛金 5,343,363 2,797,189

商品及び製品 284,170 144,879

仕掛品 179,977 338,139

原材料及び貯蔵品 174,091 151,478

繰延税金資産 105,547 210,842

その他 107,001 79,128

貸倒引当金 △9,128 △3,203

流動資産合計 9,531,739 8,607,091

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,885,595 3,878,389

土地 2,438,404 2,438,404

その他（純額） 1,077,090 1,059,926

有形固定資産合計 ※  7,401,090 ※  7,376,721

無形固定資産   

その他 184,575 161,346

無形固定資産合計 184,575 161,346

投資その他の資産   

投資有価証券 221,558 255,349

破産更生債権等 77,949 －

繰延税金資産 401,898 479,467

差入保証金 895,799 859,680

その他 386,347 394,748

貸倒引当金 △79,149 △1,200

投資その他の資産合計 1,904,403 1,988,046

固定資産合計 9,490,069 9,526,113

資産合計 19,021,809 18,133,205
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,439,583 1,339,020

未払金及び未払費用 1,675,739 1,773,014

未払法人税等 342,473 414,275

賞与引当金 161,043 344,647

役員賞与引当金 6,579 43,170

その他 970,742 672,521

流動負債合計 5,596,160 4,586,649

固定負債   

長期借入金 2,167,500 2,297,500

退職給付引当金 8,601 10,005

役員退職慰労引当金 68,669 368,891

関係会社事業損失引当金 66,977 66,977

その他 46,948 49,869

固定負債合計 2,358,696 2,793,243

負債合計 7,954,856 7,379,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,269,238 1,269,238

資本剰余金 1,074,763 1,074,763

利益剰余金 8,711,210 8,377,006

自己株式 △145 △145

株主資本合計 11,055,066 10,720,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,885 32,449

評価・換算差額等合計 11,885 32,449

純資産合計 11,066,952 10,753,312

負債純資産合計 19,021,809 18,133,205
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 12,738,669

売上原価 6,905,661

売上総利益 5,833,007

販売費及び一般管理費 ※  4,552,937

営業利益 1,280,069

営業外収益  

受取利息 1,893

受取配当金 1,414

その他 12,724

営業外収益合計 16,032

営業外費用  

支払利息 10,018

その他 1,327

営業外費用合計 11,345

経常利益 1,284,756

特別損失  

固定資産除却損 12,763

貸倒引当金繰入額 75,009

その他 2,282

特別損失合計 90,055

税金等調整前四半期純利益 1,194,700

法人税、住民税及び事業税 315,200

法人税等調整額 196,791

法人税等合計 511,991

四半期純利益 682,709
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31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 1,194,700

減価償却費 195,964

賞与引当金の増減額（△は減少） △183,604

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36,591

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △300,222

貸倒引当金の増減額（△は減少） 83,875

受取利息及び受取配当金 △3,307

支払利息 10,018

有形固定資産除却損 11,556

売上債権の増減額（△は増加） △2,543,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,740

仕入債務の増減額（△は減少） 1,100,563

未払金の増減額（△は減少） △384,904

未払消費税等の増減額（△は減少） 94,939

その他 317,150

小計 △448,134

利息及び配当金の受取額 2,901

利息の支払額 △9,514

法人税等の支払額 △333,046

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,794

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 △212,542

投資有価証券の取得による支出 △700

長期貸付金の回収による収入 639

差入保証金の差入による支出 △12,946

差入保証金の回収による収入 25

その他 △62,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,119

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △117,500

配当金の支払額 △348,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,541,919

現金及び現金同等物の期首残高 4,288,636

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,746,716
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（当第１四半期連結累計期間）（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．会計処理の方法の変更  

（1）「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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)

を適用しております。この変更に伴う各セグメントの営業利益に与える影響はありません。 

（2）「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」に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成５年６月17日 (企

業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日

改正)を早期適用しております。この変更に伴う各セグメントの営業利益に与える影響はありません。 

３．追加情報  

「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より平成20年度の法人税法改正を機に、改正後

の法定耐用年数と同一の耐用年数を適用しております。この変更に伴う各セグメントの営業利益に与える

影響は軽微であります。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間 （自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社はありませんので、該当事項はありません。  

  

  

 当第１四半期連結累計期間 （自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
精肉事業 
（千円） 

惣菜事業
（千円） 

食品事業
（千円） 

レストラン
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 
 4,285,872  3,324,239  3,113,803  2,014,753  12,738,669  －  12,738,669

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 445,007  7,281  111,961  2,058  566,309  (566,309)  －

  計  4,730,880  3,331,520  3,225,764  2,016,812  13,304,978  (566,309)  12,738,669

 営業利益  548,641  323,681  493,745  165,976  1,532,044  (251,974)  1,280,069

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年10月1日 至平成19年12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年9月期 
第1四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  12,013,575

Ⅱ 売上原価  6,510,566

売上総利益  5,503,009

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,361,631

営業利益  1,141,377

Ⅳ 営業外収益  15,033

Ⅴ 営業外費用  8,173

経常利益  1,148,238

Ⅵ 特別損失  7,077

税金等調整前四半期純利益  1,141,161

法人税、住民税及び事業税  395,300

法人税等調整額  92,884

四半期純利益  652,977

株式会社柿安本店（2294）平成21年9月期　第１四半期決算短信

－9－



前第１四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（平成20年9月期第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,141,161

減価償却費  149,194

賞与引当金の増加額（△減少額）  △164,206

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  △18,399

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △2,750

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  4,362

貸倒引当金の増加額（△減少額）  3,953

受取利息及び受取配当金  △1,544

支払利息  2,510

株式交付費  85

有形固定資産除却損  6,491

売上債権の減少額（△増加額）  △2,282,406

たな卸資産の減少額（△増加額）  24,360

仕入債務の増加額（△減少額）  1,059,128

未払金の増加額（△減少額）  60,462

未払消費税等の増加額（△減少額）  △604

その他  177,990

小計  159,789

利息及び配当金の受取額  1,212

利息の支払額  △2,351

法人税等の支払額  △513,406

営業活動によるキャッシュ・フロー    △354,756

Ⅱ 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  △335,175

有形固定資産の売却による収入  54

投資有価証券の取得による支出  △695

長期貸付金の回収による収入  626

差入保証金の差入による支出  △26,093

差入保証金の返還による収入  1,019

その他  △26,426

投資活動によるキャッシュ・フロー    △386,690
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前第１四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

  

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社はありませんので、該当事項はありません。  

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  
前年同四半期 

（平成20年9月期第1四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △92,500

株式の発行による収入  8,026

株式の発行による支出  △85

配当金の支払額  △310,775

財務活動によるキャッシュ・フロー  △395,334

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,136,781

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,081,853

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  △50,863

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,894,208

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
精肉事業 
（千円） 

惣菜事業
（千円） 

食品事業
（千円） 

レストラン
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

 売上高  4,480,204  3,554,745  2,871,378  1,623,605  12,529,934  (516,358)  12,013,575

 営業費用  4,027,134  3,215,318  2,340,694  1,587,463  11,170,611  (298,413)  10,872,197

 営業利益  453,070  339,426  530,683  36,142  1,359,322  (217,945)  1,141,377

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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