
平成23年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年10月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 柿安本店 上場取引所 大 

コード番号 2294 URL http://www.kakiyasuhonten.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 赤塚 保正

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 赤塚 義弘 TEL 0594-23-5500
四半期報告書提出予定日 平成22年10月15日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、証券アナリスト向け）

1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

（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22年２月期第２四半期の数値、平成23年２月期第２四半期の対前期同四
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2四半期 19,328 ― 619 ― 626 ― 278 ―

22年2月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 22.40 ―

22年2月期第2四半期 ― ―

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2四半期 16,569 11,133 67.2 894.48
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2四半期  11,133百万円 22年2月期  11,009百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00

23年2月期 ― 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
（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対前期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

通期 40,334 ― 1,676 ― 1,706 ― 763 ― 61.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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実要素等が含ま
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。なお、平成22年４月13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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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2Q 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2Q  308株 22年2月期  229株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 12,446,465株 22年2月期2Q 12,446,471株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国向け輸出の拡大等により企業業績の一

部に改善の動きが見られるものの、欧州経済の悪化懸念からの為替、株式市場の混乱は続いており、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

 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に加え、夏の猛暑など天候不順の影響

も受け、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、牛めし専門店「柿安牛めし」、洋惣菜店舗「柿安ダイニング」の複合型

出店を西武百貨店池袋本店に行うとともに、高速道路サービスエリア、大阪地区への出店を継続し、主要店舗の出店

先施設内移転新装（２店）を含め、計15店を出店し、一方で計12店を閉鎖いたしました。 

 また、全社料理部門コンテスト「柿安料理コンテスト2010」を開催し、料理部門の更なる技術向上や平成22年７月

１日から平成22年７月31日の１ヶ月間に渡る羽田ＡＮＡラウンジにおける企業ＰＲ活動の他、各種販促企画の強化に

よる集客力向上に努めました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は19,328,957千円、営業利益は619,902千円、経常利益は626,389

千円、四半期純利益は278,916千円となりました。  

  

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。 

  

 （a）精肉事業 

 牛の一頭買いだから実現できる「イチボ」「ザブトン」などの希少部位や松阪牛、柿安牛、あぐ～豚など、柿安の

主力、オリジナル精肉類による販売促進企画などによる集客強化を図りました。  

 この結果、当事業の売上高は6,287,509千円、営業利益は443,184千円となりました。 

  

 （b）惣菜事業  

 全社料理部門コンテスト「柿安料理コンテスト2010」の 優秀作品から生まれたヒットサラダメニュー「黒毛和牛

伊勢茶の香り 冷しゃぶ ～愛知県産蒲郡みかんポン酢と共に～」や、牛めしシリーズ新商品「黒毛和牛牛めし自家製

ヘルシー ラー油 仕立て」の投入など、商品開発を進めるとともに、夏休みの行楽、帰省、土用丑の日などの歳時ご

との販売促進の他、月末３日間セールを定例開催し、集客力強化に努めました。 

 また、牛めし専門店「柿安牛めし」の拡大に向け、西武百貨店池袋本店に洋惣菜店舗「柿安ダイニング」との複合

出店を行いました。  

 この結果、当事業の売上高は5,734,573千円、営業利益は640,968千円となりました。 

  

 （c）食品事業 

 お中元をはじめ、父の日、お盆の帰省ギフト需要や夏場の「涼菓フェア」など、歳時ごとのしぐれ煮、和菓子によ

る企画づくりや月末３日間セールの定例化と、これへの月替り限定商品「月〆まんじゅう」の販売開始など、販売促

進と商品企画の一体強化を図りました。 

 また、平成22年４月の東名高速道路足柄サービスエリア（上り線、下り線）に続き、名神高速道路多賀サービスエ

リア（下り線）の「EXPASA（エクスパーサ）」への全面改装に合わせ「柿次郎」を出店いたしました。  

 この結果、当事業の売上高は3,737,061千円、営業利益は88,693千円となりました。  

  

 （d）レストラン事業 

 消費者の生活防衛意識に夏の猛暑も加わり、外食機会、外食動機は低迷し、非常に厳しい状況となりました。この

ような状況のなか、ハンバーグを主体としたグリルメニューに『黒毛和牛炭火焼カレー』などのオリジナルカレーや

アラカルトメニューを加えた新業態「炭火焼グリルカキヤス」を大丸百貨店大阪梅田店に出店いたしました。 

 また、ショッピングセンター内のビュッフェレストランを中心に料金体系の見直しや、「炭火焼ハンバーグカキヤ

ス」レストランでは、カレーメニューの投入による品揃えの拡大、強化を図りました。 

 この結果、当事業の売上高は3,569,812千円、営業利益は51,952千円となりました。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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  16,569,822千円（前連結会計年度末比 0.6％減） 

 負債合計   5,436,676千円（前連結会計年度末比 4.1％減） 

 純資産合計 11,133,146千円（前連結会計年度末比 1.1％増） 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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

631,574千円減少し、 千円となりました。  

 当第２四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、348,347千円となりました。 

 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、569,721千円となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入等であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出及び有形

固定資産の取得による支出等であります。 

（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、410,200千円となりました。 

 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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におきましては、個人消費の低迷に夏場の記録的な猛暑の影響も加わり、厳しい経

営環境となりました。今後におきましても、円高の影響などにより引き続き予断を許さない状況が続くものと思わ

れます。このような状況のもと、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

とともに、ロードサイドへの精肉店の展開など、新たなマーケットへの取り組みを進めてまいります。 

通期につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び下期の景気動向等を勘案し、平成22年４月13日に

公表いたしました平成23年2月期の通期業績予想を以下のとおり修正いたします。  

［ 連結 ］ 

（注）前期実績については、決算期変更により平成21年10月１日から平成22年２月28日までの５ヶ月決算の

数値を記載しております。  

 ［ 個別 ］  

（注）前期実績については、決算期変更により平成21年10月１日から平成22年２月28日までの５ヶ月決算の

数値を記載しております。  

3,499,420

  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 

 前回発表予想（Ａ）  41,042  1,895  1,907  901 72円43銭 

 今回予想値 （Ｂ）  40,334  1,676  1,706  763 61円38銭

 増 減 額（Ｂ－Ａ）  △708    △219    △200    △137  － 

 増 減 率（％）  △1.7  △11.6  △10.5  △15.3 － 

 (ご参考)前期実績  17,223  1,067  1,088  524 42円15銭 

  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 

 前回発表予想（Ａ）  38,219  1,650  1,755  845 67円95銭 

 今回予想値 （Ｂ）  38,050  1,532  1,622  754 60円58銭

 増 減 額（Ｂ－Ａ）  △169    △118    △133    △91  － 

 増 減 率（％）  △0.4  △7.2  △7.6  △10.9 － 

 (ご参考)前期実績  16,331  1,008  1,052  522 41円99銭 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年８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 4,399,420 4,730,994

受取手形及び売掛金 3,072,434 2,737,258

商品及び製品 197,665 187,546

仕掛品 198,517 141,437

原材料及び貯蔵品 157,292 145,486

繰延税金資産 199,873 200,183

その他 44,036 71,856

貸倒引当金 △6,928 △5,411

流動資産合計 8,262,312 8,209,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,391,166 3,466,369

土地 2,292,608 2,292,608

その他（純額） 817,266 869,795

有形固定資産合計 6,501,041 6,628,772

無形固定資産   

その他 167,080 178,126

無形固定資産合計 167,080 178,126

投資その他の資産   

投資有価証券 159,209 172,925

繰延税金資産 295,980 311,393

差入保証金 923,716 916,389

その他 261,680 262,043

貸倒引当金 △1,200 △1,200

投資その他の資産合計 1,639,386 1,661,551

固定資産合計 8,307,509 8,468,451

資産合計 16,569,822 16,677,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,295,210 1,061,483

未払金 345,167 519,314

未払法人税等 302,659 285,301

未払費用 949,609 908,745

賞与引当金 338,219 326,298

役員賞与引当金 15,120 11,700

その他 697,644 793,661

流動負債合計 3,943,630 3,906,504
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 1,387,500 1,647,500

退職給付引当金 2,171 9,149

役員退職慰労引当金 88,681 82,681

その他 14,692 22,808

固定負債合計 1,493,045 1,762,138

負債合計 5,436,676 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 8,806,667 8,677,108

自己株式 △348 △271

株主資本合計 11,150,321 11,020,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,174 △11,679

評価・換算差額等合計 △17,174 △11,679

純資産合計 11,133,146 11,009,158

負債純資産合計 16,569,822 16,677,802
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 19,328,957

売上原価 10,719,251

売上総利益 8,609,705

販売費及び一般管理費 7,989,803

営業利益 619,902

営業外収益  

受取利息 1,712

受取配当金 1,423

協賛金収入 10,455

その他 11,508

営業外収益合計 25,100

営業外費用  

支払利息 14,774

その他 3,839

営業外費用合計 18,613

経常利益 626,389

特別利益  

固定資産売却益 933

特別利益合計 933

特別損失  

固定資産除却損 13,724

減損損失 37,385

その他 11,742

特別損失合計 62,852

税金等調整前四半期純利益 564,469

法人税、住民税及び事業税 266,120

法人税等調整額 19,432

法人税等合計 285,552

四半期純利益 278,916
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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22年３月１日 
 至 平成22年８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 564,469

減価償却費 334,235

減損損失 37,385

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,920

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,420

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,977

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,517

受取利息及び受取配当金 △3,136

投資有価証券評価損益（△は益） 7,022

支払利息 14,774

有形固定資産除却損 10,985

有形固定資産売却損益（△は益） △933

売上債権の増減額（△は増加） △334,667

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,005

仕入債務の増減額（△は減少） 233,744

未払金の増減額（△は減少） △174,647

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,677

その他 16,352

小計 613,783

利息及び配当金の受取額 3,207

利息の支払額 △14,394

法人税等の支払額 △254,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,347

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 △900,000

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 △215,436

有形固定資産の売却による収入 1,904

投資有価証券の取得による支出 △1,391

長期貸付金の回収による収入 1,322

差入保証金の差入による支出 △13,630

差入保証金の回収による収入 1,593

その他 △44,083

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,721
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 △260,000

自己株式の取得による支出 △76

配当金の支払額 △149,357

その他 △766

財務活動によるキャッシュ・フロー △410,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △631,574

現金及び現金同等物の期首残高 4,130,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,499,420
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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 

  

  

 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

  
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 
 6,287,509  5,734,573  3,737,061  3,569,812  19,328,957  －  19,328,957

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 621,559  13,148  187,452  13,235  835,396  (835,396)  －

  計  6,909,069  5,747,722  3,924,514  3,583,047  20,164,353  (835,396)  19,328,957

 営業利益  443,184  640,968  88,693  51,952  1,224,798  (604,896)  619,902

（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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