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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6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9月期第3四半期 31,462 ― 1,561 ― 1,586 ― 728 ―

20年9月期第3四半期 30,756 16.3 1,593 15.5 1,617 16.1 773 20.2

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3四半期 58.56 ―

20年9月期第3四半期 62.13 ―

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3四半期 17,082 11,105 65.0 892.27
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3四半期  11,105百万円 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  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 42,196 2.6 2,096 7.4 2,139 7.9 878 5.2 70.60
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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、４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3四半期 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3四半期  229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3四半期 12,446,558株 20年9月期第3四半期 12,442,169株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受け、企業業績の大幅な落ち込みや

設備投資の抑制、雇用情勢の悪化による個人消費の減少など、景気低迷が続く厳しい状況となりました。 

 食関連業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりから、買い控えや節約志向が顕著になったことに加

え、新型インフルエンザの感染拡大懸念から人の集まる百貨店・量販店などを避ける行動により、その環境は更に厳

しいものとなりました。 

 このような環境のなか、当社グループは、『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ま

いりました。 

 出退店につきましては、収益構造の改善を図るべく積極的な出店と並行して地方を中心とする低採算、不採算店の

閉鎖を進めており、出店については和菓子店舗「口福堂」22店の他、mozoワンダーシティへの炭火焼ハンバーグカキ

ヤス店舗、中華ビュッフェ店舗「上海柿安」や路面惣菜店舗「おかずや柿安」など計32店を出店し、一方で12店を閉

鎖いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の売上高が消費低迷を受け、前

年同四半期比3.3％減となるなど苦戦し、当第３四半期連結累計期間の売上高は31,462,959千円、営業利益は

1,561,993千円、経常利益は1,586,999千円、四半期純利益は728,915千円となりました。  

  

事業の業種別セグメントの業績は次のとおりであります。 

   

（a）精肉事業  

 松阪牛、柿安牛や鹿児島ＸＸ（ダブルエックス）豚、あぐー豚など、当社オリジナル及び主力ブランド畜肉類の販

売促進とともに、技術スタッフ研修の強化による小間切れなどの商品強化をはじめ、ボリュームゾーン商品のブラッ

シュアップを進めました。また「ご当地ブランドフェア」として横浜地域における横濱ビーフや博多における赤うし

など地産地消の推進を行いました。 

 この結果、当事業の売上高は10,617,535千円、営業利益は1,038,038千円となりました。 

  

（b）惣菜事業 

 新商品投入、定番商品のブラッシュアップ及び調理研修の拡充による商品強化の継続とともに、販促の充実を行な

い集客力の向上に努めました。また出退店につきましては、スクラップ＆ビルドを進め、主要都市の名古屋におい

て、三越星ヶ丘ダイニングの新装、三越星ヶ丘上海ＤＥＬＩ、おかずや柿安藤が丘店を出店し、一方でスズラン高崎

ダイニング他、地方百貨店内の２店舗を閉鎖いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は8,911,770千円、営業利益は675,962千円となりました。 

  

（c）食品事業  

 和菓子部門においては、当第３四半期連結累計期間に「口福堂」22店「柿次郎」２店を出店し、店舗網を121店に

拡大するとともに、季節商品や量販店のセール時対応商品の開発およびブラッシュアップを進めてまいりました。ま

た、しぐれ部門におきましても、歳暮・中元ギフトに対する百貨店への営業強化とともに、量販店へのローラー営業

の展開を実施いたしました。  

 この結果、当事業の売上高は6,167,719千円、営業利益は397,280千円となりました。 

  

（d）レストラン事業 

 平成21年４月には、mozoワンダーシティに炭火焼ハンバーグカキヤスmozoワンダーシティ店、上海柿安mozoワンダ

ーシティ店を同時出店するとともに、肉料理業態「柿安」における主力メニューのすき焼き・しゃぶしゃぶの肉質向

上、ボリューム増及びランチメニューの刷新やビュッフェ店舗の立地特性に応じた個店メニュー強化を図りました。

しかしながら、景気後退による特に高級業態「柿安」への影響に、新型インフルエンザ発生に起因した、百貨店・シ

ョッピングセンターの集客低下に伴うレストラン店舗全体への影響も加わり、非常に厳しい状況となりました。 

 この結果、当事業の売上高は5,765,934千円、営業利益は213,757千円となりました。 

  

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
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  当第３四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   17,082,213千円  （前連結会計期間末比 5.8%減） 

  負債合計   5,976,510千円  （前連結会計期間末比19.0%減） 

  純資産   11,105,703千円  （前連結会計期間末比 3.3%増） 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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

1,099,461千円減少し、3,189,175千円となりました。 

  

当第３四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） 

 営業活動による資金の増加は、446,238千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益等であり、支出の主な内訳は、法人税の支払額等であります。 

  

（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、843,768千円となりました。 

 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、701,931千円となりました。 

 これは、主に長期借入金の返済及び配当金の支払による支出等によるものであります。  

  

 通期連結業績予想については、前回予想(平成21年5月13日付)から変更しておりません。なお、通期個別業績予想

については、平成21年9月期第２四半期決算説明会(平成21年5月21日開催)において、下記のとおり平成20年11月14日

付業績予想値を修正しております。 

  

 通期個別業績予想(平成20年10月１日～平成21年９月30日)  

  売上高      39,942百万円 

  営業利益      1,899百万円 

  経常利益      2,038百万円 

  当期純利益      851百万円  

  １株当たり当期純利益 68円41銭 

  

  

  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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に

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。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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
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（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）から、「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、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

低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 

この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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、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。 

この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 

これに伴い当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ8,219

千円増加しております。  

  

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,789,175 4,888,636

受取手形及び売掛金 2,943,212 2,797,189

商品及び製品 225,949 144,879

仕掛品 346,409 338,139

原材料及び貯蔵品 152,510 151,478

繰延税金資産 242,050 210,842

その他 88,202 79,128

貸倒引当金 △4,525 △3,203

流動資産合計 7,782,984 8,607,091

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,071,966 3,878,389

土地 2,438,404 2,438,404

その他（純額） 978,636 1,059,926

有形固定資産合計 7,489,007 7,376,721

無形固定資産   

その他 167,282 161,346

無形固定資産合計 167,282 161,346

投資その他の資産   

投資有価証券 210,660 255,349

破産更生債権等 117,960 －

繰延税金資産 205,032 479,467

差入保証金 941,982 859,680

その他 286,463 394,748

貸倒引当金 △119,160 △1,200

投資その他の資産合計 1,642,938 1,988,046

固定資産合計 9,299,229 9,526,113

資産合計 17,082,213 18,133,205
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,335,138 1,339,020

未払金及び未払費用 1,290,727 1,773,014

未払法人税等 6,635 414,275

賞与引当金 515,049 344,647

役員賞与引当金 19,749 43,170

その他 778,540 672,521

流動負債合計 3,945,840 4,586,649

固定負債   

長期借入金 1,907,500 2,297,500

退職給付引当金 10,050 10,005

役員退職慰労引当金 74,669 368,891

関係会社事業損失引当金 － 66,977

その他 38,450 49,869

固定負債合計 2,030,670 2,793,243

負債合計 5,976,510 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 8,757,416 8,377,006

自己株式 △271 △145

株主資本合計 11,101,146 10,720,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,556 32,449

評価・換算差額等合計 4,556 32,449

純資産合計 11,105,703 10,753,312

負債純資産合計 17,082,213 18,133,205

7

㈱柿安本店(2294)平成21年9月期第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 31,462,959

売上原価 17,574,731

売上総利益 13,888,228

販売費及び一般管理費 12,326,234

営業利益 1,561,993

営業外収益  

受取利息 4,549

受取配当金 3,026

その他 50,222

営業外収益合計 57,798

営業外費用  

支払利息 28,544

その他 4,248

営業外費用合計 32,793

経常利益 1,586,999

特別損失  

固定資産売却損 18,464

固定資産除却損 68,012

貸倒引当金繰入額 117,960

その他 24,026

特別損失合計 228,464

税金等調整前四半期純利益 1,358,534

法人税、住民税及び事業税 367,500

法人税等調整額 262,119

法人税等合計 629,619

四半期純利益 728,915
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６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 1,358,534

減価償却費 604,267

賞与引当金の増減額（△は減少） 170,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,421

退職給付引当金の増減額（△は減少） 175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △294,222

貸倒引当金の増減額（△は減少） 119,282

受取利息及び受取配当金 △7,576

支払利息 28,544

有形固定資産除却損 43,601

有形固定資産売却損益（△は益） 18,464

売上債権の増減額（△は増加） △145,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,371

仕入債務の増減額（△は減少） △3,881

未払金の増減額（△は減少） △588,774

破産更生債権等の増減額（△は増加） △117,960

未払消費税等の増減額（△は減少） 65,431

その他 74,644

小計 1,211,705

利息及び配当金の受取額 7,237

利息の支払額 △27,443

法人税等の支払額 △745,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 446,238

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 △600,000

定期預金の払戻による収入 600,000

有形固定資産の取得による支出 △713,587

有形固定資産の売却による収入 309

投資有価証券の取得による支出 △2,095

関係会社の整理による収入 15,400

長期貸付金の回収による収入 1,929

差入保証金の差入による支出 △45,828

差入保証金の回収による収入 2,529

その他 △102,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △843,768
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △352,500

自己株式の取得による支出 △126

配当金の支払額 △348,505

その他 △799

財務活動によるキャッシュ・フロー △701,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,099,461

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 3,189,175
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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３四半期連結累計期間 （自平成20年10月１日 至平成21年６月30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、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、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、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３四半期連結累計期間 （自平成20年10月１日 至平成21年６月30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３四半期連結累計期間 （自平成20年10月１日 至平成21年６月30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。 

  

（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 
 10,617,535  8,911,770  6,167,719  5,765,934  31,462,959  －  31,462,959

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 968,255  19,603  290,611  10,030  1,288,500 ( ) 1,288,500  －

  計  11,585,790  8,931,373  6,458,331  5,775,964  32,751,460 ( ) 1,288,500  31,462,959

 営業利益  1,038,038  675,962  397,280  213,757  2,325,038 ( ) 763,044  1,561,993

〔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
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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３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30日）                 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  30,756,761

Ⅱ 売上原価  17,138,330

売上総利益  13,618,431

Ⅲ 販売費及び一般管理費   12,024,509

営業利益  1,593,921

Ⅳ 営業外収益  47,986

Ⅴ 営業外費用  24,739

経常利益  1,617,169

 Ⅵ 特別利益  3,422

 Ⅶ 特別損失  183,748

税金等調整前四半期純利益  1,436,844

法人税、住民税及び事業税  709,500

法人税等調整額 △45,730

四半期純利益  773,075
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30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３四半期） 

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  1,436,844

減価償却費  478,233

賞与引当金の増加額（△減少額）  161,104

役員賞与引当金の増加額（△減少額）  5,487

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △7,193

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  13,112

貸倒引当金の増加額（△減少額）  784

受取利息及び受取配当金  △8,413

支払利息  19,697

株式交付費  270

有形固定資産除却損  142,803

売上債権の減少額（△増加額）  △214,768

たな卸資産の減少額（△増加額）  △75,981

仕入債務の増加額（△減少額）  151,469

未払金の増加額（△減少額）  △141,839

未払消費税等の増加額（△減少額）  △34,373

その他  32,337

小計  1,959,572

利息及び配当金の受取額  7,743

利息の支払額  △19,058

法人税等の支払額  △1,009,108

営業活動によるキャッシュ・フロー  939,148

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  △600,000

定期預金の払戻による収入  600,000

有形固定資産の取得による支出  △1,259,418

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  △2,086

関係会社出資金の払込による支出  △120,400

長期貸付金の回収による収入  1,889

差入保証金の差入による支出  △99,831

差入保証金の返還による収入  7,336

その他  △152,268

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,624,724

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額（△減少額）  400,000

長期借入金の返済による支出  △277,500

株式の発行による収入  16,052

株式の発行による支出  △270

配当金の支払額  △310,775

財務活動によるキャッシュ・フロー  △172,493

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）   △858,069

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   3,172,920
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前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30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３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30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。 

  

  

（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  11,457,354  9,587,763  5,934,151  5,001,075  31,980,345 (1,223,583)  30,756,761

営業費用  10,584,430  8,845,010  5,338,153  4,849,172  29,616,767  (453,927)  29,162,839

営業利益  872,924  742,753  595,997  151,902  2,363,577  (769,655)  1,593,921

〔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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