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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21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 ％

22年2月期第1四半期 11,749 △7.8 1,165 △9.0 1,179 △8.2 674 △1.2

21年9月期第1四半期 12,738 ― 1,280 ― 1,284 ― 682 ―

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

22年2月期第1四半期 54.21 ―

21年9月期第1四半期 54.85 ―

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

22年2月期第1四半期 18,103 11,158 61.6 896.48
21年9月期 16,596 10,846 65.4 871.43

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  11,158百万円 21年9月期  10,846百万円

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  

次期の配当予想は、決算期変更に伴う５ヶ月の変則決算を前提としております。これにより、第２四半期及び第３四半期が無いため、第２四半期及び第３
四半期欄は「－」としております。なお、剰余金の配当基準日は平成22年2月28日となります。 

1株当たり配当金

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

21年9月期 ― ― ― 28.00 28.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 12.00 12.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年2月28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  
決算期を９月30日から２月末日に変更した事に伴い、通期業績予想は５ヶ月間の予想数値を記載しております。そのため、第２四半期連結累計期間予想
数値及び通期の対前年増減率を記載しておりません。 

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 17,963 ― 1,124 ― 1,122 ― 515 ― 41.38
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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 

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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 12,446,700株 21年9月期  12,446,700株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  229株 21年9月期  229株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 12,446,471株 21年9月期第1四半期 12,446,619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、景気対策の効果が一部で見られるものの、円相場の高止まりや

消費の低迷によるデフレ圧力の強まりなど、引き続き不安要素を抱えた状況で推移いたしました。 

 食関連業界におきましても、外食の抑制など消費者心理の悪化による厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境のなか、当社グループは、出店を移転新装の１店を含め４店に抑制し、（閉店は移転新装による１

店を含め３店）新商品開発、既存商品のブラッシュアップによる商品力強化とあわせ、柿安接客コンクール『おもて

なしの心コンテスト2009』開催による接客サービス向上など、『味と接客サービスのエクセレントカンパニー』への

施策に注力してまいりました。 

 また、「創業138周年感謝祭」として、限定商品や特別価格商品の提供のほか「極上松阪肉プレゼントキャンペー

ン」など、グループ合同販促に取り組み、部門間の相乗効果、集客力の向上に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は11,749,886千円（前年同期比7.8％減）、営業利益は1,165,194

千円（同9.0％減）、経常利益は1,179,143千円（同8.2％減）四半期純利益は674,773千円（同1.2％減）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 ＜精肉事業＞ 

 松阪牛同様、長期飼育のメス豚限定の「プレミアムあぐ～」豚を２年の開発期間を経て新発売するなど、商品の強

化拡充を図り、これら柿安オリジナル商品を中心に積極的な販促を行いました。 

 この結果、当事業の売上高は4,087,193千円（前年同期比4.6％減）、営業利益は554,073千円（同1.0％増）となり

ました。 

  

 ＜惣菜事業＞  

 主力の百貨店の集客が低調に推移するなか、「創業138周年感謝祭」をはじめ、クリスマス、年末年始商戦の販促

を強化し、限定商品、新商品の投入などを行うとともに、人員体制の再構築、ロス低減などのコストコントロールを

図りました。 

 この結果、当事業の売上高は3,029,087千円（前年同期比8.9％減）、営業利益は375,134千円（同15.9％増）とな

りました。 

  

 ＜食品事業＞ 

 和菓子部門においては「鬼まんじゅう」「いがまんじゅう」など、各地のご当地和菓子の投入や、クリスマス販促

にあわせた「白いショコラ餅」などの季節限定商品の強化、拡充を進めるとともに店頭試食による集客強化を図りま

した。しぐれ部門におきましては、量販店販売チャネルの強化や帰省ギフトの拡充などを行いましたが、主力の歳暮

ギフト商戦が低調に推移いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は2,794,192千円（前年同期比10.3％減）、営業利益は424,980千円（同13.9％減）とな

りました。  

  

 ＜レストラン事業＞ 

 消費者の外食の抑制や入店先商業施設の集客力低下に新型インフルエンザによる外出機会の減少などが加わり、非

常に厳しい状況のなか、「炭火焼ハンバーグカキヤス」店舗の「かきグラタンとハンバーグ」などの季節メニュー、

ビュッフェレストラン「三尺三寸箸」店舗の創業138周年感謝祭企画「北海道フェア」など、常にメニューを変化さ

せるとともに、これらや忘年会企画の早期告知、メルマガなど告知媒体の多様化による集客を行いました。 

 この結果、当事業の売上高は1,839,412千円（前年同期比8.7％減）、営業利益は69,123千円（同58.4％減）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。 

  資産合計  18,103,142千円  （前連結会計年度末比 9.1％増） 

  負債合計   6,945,077千円  （前連結会計年度末比20.8％増） 

  純資産合計 11,158,065千円  （前連結会計年度末比 2.9％増） 

  

（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

687,678千円減少し3,004,021千円となりました。 

  

当第１四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減少は、133,552千円（前年同四半期は、787,794千円の減少）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、75,241千円（前年同四半期は、288,119千円の減少）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、478,884千円（前年同四半期は、466,005千円の減少）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等によるものであります。 

  

 通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日発表の通期の業績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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（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

-4-

㈱柿安本店(2294)平成22年2月期第1四半期決算短信



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21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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,604,021 4,291,699

受取手形及び売掛金 5,019,318 2,619,999

商品及び製品 325,683 148,991

仕掛品 162,549 374,353

原材料及び貯蔵品 177,122 160,898

繰延税金資産 112,042 210,901

その他 81,764 57,123

貸倒引当金 △481 △254

流動資産合計 9,482,019 7,863,712

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,424,089 3,452,136

土地 2,343,105 2,353,105

その他（純額） 862,115 909,712

有形固定資産合計 6,629,310 6,714,954

無形固定資産   

その他 162,334 166,627

無形固定資産合計 162,334 166,627

投資その他の資産   

投資有価証券 170,510 194,093

破産更生債権等 117,960 117,960

繰延税金資産 472,351 470,826

差入保証金 923,839 915,921

その他 263,975 271,812

貸倒引当金 △119,160 △119,160

投資その他の資産合計 1,829,477 1,851,454

固定資産合計 8,621,123 8,733,036

資産合計 18,103,142 16,596,748
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,101,396 1,303,231

未払金 394,483 344,111

未払法人税等 416,383 99,190

未払費用 1,150,562 917,572

賞与引当金 172,191 351,479

役員賞与引当金 6,585 22,040

その他 938,032 813,495

流動負債合計 5,179,635 3,851,120

固定負債   

長期借入金 1,647,500 1,777,500

退職給付引当金 10,239 11,540

役員退職慰労引当金 80,669 77,678

その他 27,033 32,626

固定負債合計 1,765,442 1,899,345

負債合計 6,945,077 5,750,465

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 8,827,182 8,500,910

自己株式 △271 △271

株主資本合計 11,170,913 10,844,640

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,847 1,642

評価・換算差額等合計 △12,847 1,642

純資産合計 11,158,065 10,846,283

負債純資産合計 18,103,142 16,596,748
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,738,669 11,749,886

売上原価 6,905,661 6,355,291

売上総利益 5,833,007 5,394,594

販売費及び一般管理費 4,552,937 4,229,400

営業利益 1,280,069 1,165,194

営業外収益   

受取利息 1,893 881

受取配当金 1,414 1,084

協賛金収入 － 5,436

その他 12,724 16,550

営業外収益合計 16,032 23,953

営業外費用   

支払利息 10,018 8,357

その他 1,327 1,646

営業外費用合計 11,345 10,004

経常利益 1,284,756 1,179,143

特別利益   

固定資産売却益 － 1,000

特別利益合計 － 1,000

特別損失   

固定資産除却損 12,763 751

貸倒引当金繰入額 75,009 －

その他 2,282 －

特別損失合計 90,055 751

税金等調整前四半期純利益 1,194,700 1,179,392

法人税、住民税及び事業税 315,200 397,500

法人税等調整額 196,791 107,119

法人税等合計 511,991 504,619

四半期純利益 682,709 674,773
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 1,179,392

減価償却費 195,964 161,468

賞与引当金の増減額（△は減少） △183,604 △179,288

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36,591 △15,455

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,388 △1,496

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △300,222 2,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） 83,875 227

受取利息及び受取配当金 △3,307 △1,965

支払利息 10,018 8,357

有形固定資産除却損 11,556 381

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,000

売上債権の増減額（△は増加） △2,543,144 △2,398,429

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,740 18,887

仕入債務の増減額（△は減少） 1,100,563 798,165

未払金の増減額（△は減少） △384,904 50,122

未払消費税等の増減額（△は減少） 94,939 1,185

その他 317,150 274,675

小計 △448,134 △101,781

利息及び配当金の受取額 2,901 1,849

利息の支払額 △9,514 △7,826

法人税等の支払額 △333,046 △25,793

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,794 △133,552

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 △69,178

有形固定資産の売却による収入 － 13,204

投資有価証券の取得による支出 △700 △692

長期貸付金の回収による収入 639 653

差入保証金の差入による支出 △12,946 △596

差入保証金の回収による収入 25 174

その他 △62,594 △18,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,119 △75,241

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 △130,000

配当金の支払額 △348,505 △348,501

その他 － △383

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,005 △478,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,541,919 △687,678

現金及び現金同等物の期首残高 4,288,636 3,691,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,746,716 3,004,021
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 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21年10月１日 至 平成21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．各部門の主な事業内容  

  ＜精肉事業＞    精肉類の製造小売事業 

  ＜惣菜事業＞    惣菜、弁当類等の製造小売事業 

  ＜食品事業＞    しぐれ煮の製造・卸及び小売事業、和菓子類の製造小売事業 

  ＜レストラン事業＞ レストラン店舗の運営 

（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

  
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 
 4,087,193  3,029,087  2,794,192  1,839,412  11,749,886  －  11,749,886

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 420,235  7,279  105,484  4,646  537,646  (537,646)  －

  計  4,507,429  3,036,367  2,899,677  1,844,058  12,287,532  (537,646)  11,749,886

 営業利益  554,073  375,134  424,980  69,123  1,423,311  (258,116)  1,165,194
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前第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21年10月１日 至平成21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。   

  

当第１四半期連結累計期間 （自平成21年10月１日 至平成21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。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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