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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31日） 

(注)当社は、平成22年２月期より決算期を毎年９月30日から毎年２月末日に変更しております。これに伴い、平成23年２月期（３月から５月まで）と、比較対
象となる平成22年２月期（10月から12月まで）の月度が異なるため、平成23年２月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(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 ％

23年2月期第1四半期 9,239 ― 271 ― 272 ― 126 ―

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

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

23年2月期第1四半期 10.15 ―

22年2月期第1四半期 54.21 ―

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

23年2月期第1四半期 16,698 10,981 65.8 882.27
22年2月期 16,677 11,009 66.0 884.52

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  10,981百万円 22年2月期  11,009百万円

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

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

22年2月期 ― ― ― 12.00 12.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

― ― 28.00 28.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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  
(注)平成22年２月期は、決算期変更により５ヶ月決算となっておりますので、平成23年２月期の連結業績予想の第２四半期連結累計期間及び通期の対前
年増減率については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

第2四半期 
連結累計期間

19,661 ― 716 ― 720 ― 311 ― 25.01

通期 41,042 ― 1,895 ― 1,907 ― 901 ― 72.43
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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） 23年2月期第1四半期 12,446,700株 22年2月期  12,446,700株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  229株 22年2月期  229株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 12,446,471株 22年2月期第1四半期 12,446,471株
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前連結会計年度は、決算期の変更に伴い５ヶ月決算となっているため、「１．連結経営成績に関する定性的情報」及

び「２．連結財政状態に関する定性的情報」において前年同四半期との比較・分析は記載しておりません。 

  

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の回復や、政府の景気対策などに

より、生産活動や雇用情勢に緩やかながら回復の兆しが見られ、企業業績の一部は持ち直しつつあるものの、個人消

費の回復には至らず、厳しい状況で推移いたしました。 

 食関連業界におきましても、雇用不安や個人所得の低迷による生活防衛意識を背景に、非常に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、『おいしさと接客サービスのエクセレントカンパニー』への施策を継

続、強化するとともに、大阪地区の強化、シェア拡大に向け、大阪地区初の精肉店の髙島屋大阪店への出店、また高

速道路サービスエリア展開の本格化へ東名高速道路足柄サービスエリア上り線、下り線の両施設に「柿次郎」店舗の

出店や主要店舗の出店先施設内移転新装(２店)など計10店を出店し、一方で４店を閉鎖いたしました。 

 販売促進におきましても、グループ合同販促「春の感謝祭」を展開し、集客力強化に努めました。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は9,239,303千円、営業利益は271,276千円、経常利益は272,524

千円、四半期純利益は126,363千円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

＜精肉事業＞ 

 大阪地区への初出店(大阪髙島屋精肉店)、および藤沢小田急精肉店の移転新装を行いました。またグループ合同販

促、「春の感謝祭」や精肉店舗販促「肉の日(毎月29日)」、「豚の日(毎月10日)」において、オリジナル商品の「鹿

児島ＸＸ(ダブルエックス)」「プリンシャスポーク」「プレミアムあぐ～」のお値打ち企画や、松阪牛１頭まるごと

売り尽くし企画など、積極的な販売促進による集客に努めました。  

 この結果、当事業の売上高は3,153,270千円、営業利益は227,837千円となりました。  

  

＜惣菜事業＞ 

 菜花やわかめなど、三重県を代表する食材によるサラダや惣菜類の開発・投入や、お値打ち商品による「春の感謝

祭」「母の日」企画、限定商品による「コロッケの日」企画などの販売促進を強化するとともに、ロス低減など、コ

ストコントロールを図りました。 

 また、大阪髙島屋ダイニングの移転新装を行いました。  

 この結果、当事業の売上高は2,797,604千円、営業利益は311,614千円となりました。 

  

＜食品事業＞ 

 「春の感謝祭」「母の日」企画において、しぐれ煮や和菓子のお値打ちセットやラッピング商品の投入を行うとと

もに、和菓子部門におきましては、桃の節句（３月３日）と端午の節句（５月５日）にはさまれた４月４日のどら焼

きの日に合わせ『４月４日は、どら焼きの日』を企画し、オリジナルどら焼きの拡販を図るなど、販売促進に努めま

した。 

 また、和菓子と弁当類などの複合店舗「柿次郎」の東名高速道路足柄サービスエリア上り線、下り線の両施設への

出店の他、和菓子店舗「口福堂」を４店出店するなど、出店の強化も図りました。  

 この結果、当事業の売上高は1,485,452千円、営業損失は29,131千円となりました。  

  

＜レストラン事業＞ 

 消費者の生活防衛意識を背景に外食機会や外食動機の改善は進まず、非常に厳しい状況のなか炭火焼ハンバーグカ

キヤスイオンモール大和郡山店の出店とともに、「春の感謝祭」や「母の日」企画に合わせたメニューの開発・投入

などによる集客を図りました。   

 この結果、当事業の売上高は1,802,976千円、営業利益は37,666千円となりました。    

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  16,698,119千円（前連結会計年度末比 0.1％増） 

 負債合計   5,716,959千円（前連結会計年度末比 0.9％増） 

 純資産合計 10,981,160千円（前連結会計年度末比 0.3％減） 

  

（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

202,154千円減少し、3,928,840千円となりました。 

  

（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増加は、247,093千円となりました。 

 これは、主に税金等調整前四半期純利益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、169,507千円となりました。 

 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、279,740千円となりました。 

 これは、主に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。 

  

  

業績予想につきましては、平成22年４月13日に発表いたしました「平成22年２月期決算短信」に記載しております予

想から変更はありません。   

  

  

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出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。   

  

当社グループは、平成22年４月１日に退職給付制度の改定を行い、適格退職年金制度から確定給付年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しておりま

す。    

なお、確定給付年金制度への移行に伴い、退職給付債務が23,816千円減少し、過去勤務債務（△23,816千

円）はその発生時における平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）により費用処理（費用の戻し）してお

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

（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）追加情報
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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22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,528,840 4,730,994

受取手形及び売掛金 2,651,201 2,737,258

商品及び製品 206,612 187,546

仕掛品 386,063 141,437

原材料及び貯蔵品 169,543 145,486

繰延税金資産 251,297 200,183

その他 55,043 71,856

貸倒引当金 △5,940 △5,411

流動資産合計 8,242,662 8,209,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,465,105 3,466,369

土地 2,292,608 2,292,608

その他（純額） 856,261 869,795

有形固定資産合計 6,613,974 6,628,772

無形固定資産   

その他 170,149 178,126

無形固定資産合計 170,149 178,126

投資その他の資産   

投資有価証券 166,349 172,925

繰延税金資産 307,792 311,393

差入保証金 931,977 916,389

その他 266,411 262,043

貸倒引当金 △1,200 △1,200

投資その他の資産合計 1,671,332 1,661,551

固定資産合計 8,455,456 8,468,451

資産合計 16,698,119 16,677,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,333,679 1,061,483

未払金 320,572 519,314

未払法人税等 194,406 285,301

未払費用 978,223 908,745

賞与引当金 489,509 326,298

役員賞与引当金 7,560 11,700

その他 765,598 793,661

流動負債合計 4,089,549 3,906,504
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５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22年２月28日) 

固定負債   

長期借入金 1,517,500 1,647,500

退職給付引当金 5,965 9,149

役員退職慰労引当金 85,672 82,681

その他 18,272 22,808

固定負債合計 1,627,409 1,762,138

負債合計 5,716,959 5,668,643

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 8,654,114 8,677,108

自己株式 △271 △271

株主資本合計 10,997,844 11,020,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,684 △11,679

評価・換算差額等合計 △16,684 △11,679

純資産合計 10,981,160 11,009,158

負債純資産合計 16,698,119 16,677,802
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 11,749,886 9,239,303

売上原価 6,355,291 5,151,211

売上総利益 5,394,594 4,088,091

販売費及び一般管理費 4,229,400 3,816,814

営業利益 1,165,194 271,276

営業外収益   

受取利息 881 934

受取配当金 1,084 －

協賛金収入 5,436 5,042

その他 16,550 5,142

営業外収益合計 23,953 11,118

営業外費用   

支払利息 8,357 7,614

その他 1,646 2,256

営業外費用合計 10,004 9,871

経常利益 1,179,143 272,524

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 751 12,394

その他 － 900

特別損失合計 751 13,295

税金等調整前四半期純利益 1,179,392 259,229

法人税、住民税及び事業税 397,500 177,000

法人税等調整額 107,119 △44,134

法人税等合計 504,619 132,865

四半期純利益 674,773 126,363
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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 1,179,392 259,229

減価償却費 161,468 164,577

賞与引当金の増減額（△は減少） △179,288 163,211

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,455 △4,140

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,496 △3,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,991 2,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） 227 528

受取利息及び受取配当金 △1,965 △934

支払利息 8,357 7,614

有形固定資産除却損 381 9,995

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） △2,398,429 85,030

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,887 △287,749

仕入債務の増減額（△は減少） 798,165 272,212

未払金の増減額（△は減少） 50,122 △207,106

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,185 18,532

その他 274,675 26,514

小計 △101,781 507,324

利息及び配当金の受取額 1,849 1,114

利息の支払額 △7,826 △7,381

法人税等の支払額 △25,793 △253,964

営業活動によるキャッシュ・フロー △133,552 247,093

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 △69,178 △139,370

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 △692 △688

長期貸付金の回収による収入 653 659

差入保証金の差入による支出 △596 △1,950

差入保証金の回収による収入 174 291

その他 △18,806 △28,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,241 △169,507

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 △130,000 △130,000

配当金の支払額 △348,501 △149,357

その他 △383 △383

財務活動によるキャッシュ・フロー △478,884 △279,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △687,678 △202,154
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 3,691,699 4,130,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,004,021 3,928,840
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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 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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 

  

  

前第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。  

  

当第１四半期連結累計期間 （自平成22年３月１日 至平成22年５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。  

   

   

（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 
 4,087,193  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

  
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 
 3,153,270  2,797,604  1,485,452  1,802,976  9,239,303 －  9,239,303

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 292,597  6,034  89,158  6,438  394,228  (394,228) － 

計  3,445,867  2,803,638  1,574,610  1,809,414  9,633,531  (394,228)  9,239,303

 営業利益 

 （又は営業損失） 
 227,837  311,614  (29,131)  37,666  547,987  (276,710)  271,276

〔所在地別セグメント情報〕
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 前第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。  

  

 当第１四半期連結累計期間 （自平成22年３月１日 至平成22年５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。 

   

〔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

11

㈱柿安本店（2294)平成23年2月期第１四半期決算短信



 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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