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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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３四半期の数値、平成23年度２月期第３四半期の対前年同
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3四半期 29,100 ― 990 ― 1,001 ― 459 ―

22年2月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 36.92 ―

22年2月期第3四半期 ― ―

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3四半期 16,914 11,310 66.9 908.75
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3四半期  11,310百万円 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  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） 

(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3Qの期中平均株式数（四半期累計）については記載して
おりません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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3Q 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3Q  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3Q 12,446,441株 22年2月期3Q  ―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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府による経済対策への駆け込み需要など

により、緩やかな回復基調で推移したものの、雇用情勢は依然として厳しく、欧米の景気不安による影響も懸念さ

れ、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、牛めし専門店「柿安牛めし」の拡大、高速道路サービスエリアへの展

開、及び大阪地域の店舗網拡充に取り組みました。これらによる出退店につきましては、主要店舗の出店先施設内移

転新装（３店）を含め、東名阪自動車道ＥＸＰＡＳＡ御在所（上り線）への「グリル＆カレーカキヤス」ＥＸＰＡＳ

Ａ御在所店をはじめ23店を出店し、一方で14店を閉鎖いたしました。 

 また、柿安発祥の地、三重県をテーマに『美し国 三重県フェア』（平成22年９月25日～平成22年10月17日開催、

三重県後援）を催し、松阪牛をはじめ優れた食材、郷土料理などの提供を行うとともに、柿安の味の伝承と料理人の

創作力向上を目的に、６月の「柿安料理コンテスト2010」に引き続き『匠の技コンテスト』を行い、「牛めし」など

主力商品の調理加工技術のレベルアップを図っております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 千円、営業利益は 千円、経常利益は

千円、四半期純利益は 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 

 難波、梅田の二大商業集積エリアへの展開として、平成22年３月の大阪髙島屋精肉店による大阪地区への初出店に

続き、11月には大丸梅田精肉店を出店いたしました。 

 また、惣菜部門のおかずや尾張旭店の店舗設備を拡張し、ロードサイド展開の新業態精肉店「柿安直営店 赤塚精

肉店」を併設出店いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は9,555,859千円、営業利益は705,202千円となりました。 

  

 （b）惣菜事業  

 『美し国 三重県フェア』『創業139周年感謝祭』への限定企画商品や、「秋味・牛めし」などの季節限定商品に

よる強化の他、過去の人気商品の復刻展開を行いました。また、玉川髙島屋Ｓ・Ｃダイニングを出店すると共に、銀

座三越百貨店のリニューアルに合わせ「銀座三越ダイニング」の移転新装を行い「牛めし」をはじめとする弁当の強

化を図りました。 

 この結果、当事業の売上高は8,552,153千円、営業利益は889,833千円となりました。 

  

 （c）食品事業 

 「伊勢茶まんじゅう」など、三重県の特産品を使用した和菓子の投入による『美し国 三重県フェア』の開催や

『創業139周年感謝祭』への柿ようかん、柿まんじゅうの投入など、新商品の企画開発を強化するとともに『100円キ

ャンペーン』による販売促進を行いました。また、平成22年４月の東名高速道路ＥＸＰＡＳＡ足柄（上り線、下り

線）、６月の名神高速道路ＥＸＰＡＳＡ多賀（下り線）に続き、９月には、東名阪自動車道ＥＸＰＡＳＡ御在所（下

り線）へ和菓子と弁当の複合店舗「柿次郎」を出店いたしました。  

 この結果、当事業の売上高は5,683,084千円、営業利益は256,457千円となりました。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

29,100,772 990,071

1,001,911 459,610
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 （d）レストラン事業 

 デフレ傾向の続くなか、「炭火焼ハンバーグカキヤス」イオンナゴヤドーム前店のメニューを、ハンバーグなどの

メインメニューに、サラダと柿安オリジナルカレーの食べ放題をセットした構成に一新し、お値打ち感の強化を図る

とともに、ビュッフェレストラン「三尺三寸箸」「上海柿安」の料金体系の見直し拡大を進めました。また、東名阪

自動車道ＥＸＰＡＳＡ御在所(上り線)に「グリル＆カレーカキヤス」ＥＸＰＡＳＡ御在所店を出店いたしました。 

 この結果、当事業の売上高は5,309,675千円、営業利益は26,541千円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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。  

 資産合計  16,914,762千円（前連結会計年度末比 1.4％増） 

 負債合計   5,604,067千円（前連結会計年度末比 1.1％減）  

 純資産合計 11,310,695千円（前連結会計年度末比 2.7％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959,520千円減少し、 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、411,236千円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払及

び売上債権の増加等であります。  

（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、830,173千円となりました。 

 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、540,583千円となりました。 

 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 

 業績予想につきましては、平成22年10月14日に発表いたしました「平成23年2月期第２四半期決算短信」に記載

しております予想から変更はありません。 

  

  

（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） 

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  

  

（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。  

3,171,474

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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,071,474 4,730,994

受取手形及び売掛金 3,289,974 2,737,258

商品及び製品 281,003 187,546

仕掛品 397,429 141,437

原材料及び貯蔵品 181,785 145,486

繰延税金資産 255,075 200,183

その他 87,327 71,856

貸倒引当金 △7,351 △5,411

流動資産合計 8,556,719 8,209,351

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,404,014 3,466,369

土地 2,292,608 2,292,608

その他（純額） 818,149 869,795

有形固定資産合計 6,514,773 6,628,772

無形固定資産   

その他 181,142 178,126

無形固定資産合計 181,142 178,126

投資その他の資産   

投資有価証券 150,485 172,925

繰延税金資産 290,239 311,393

差入保証金 948,016 916,389

その他 274,585 262,043

貸倒引当金 △1,200 △1,200

投資その他の資産合計 1,662,127 1,661,551

固定資産合計 8,358,043 8,468,451

資産合計 16,914,762 16,677,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,573,839 1,061,483

未払金 315,014 519,314

未払法人税等 203,753 285,301

未払費用 953,564 908,745

賞与引当金 508,659 326,298

役員賞与引当金 20,205 11,700

その他 667,456 793,661

流動負債合計 4,242,493 3,906,504
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日) 

固定負債   

長期借入金 1,257,500 1,647,500

退職給付引当金 － 9,149

役員退職慰労引当金 91,672 82,681

その他 12,401 22,808

固定負債合計 1,361,573 1,762,138

負債合計 5,604,067 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 8,987,361 8,677,108

自己株式 △348 △271

株主資本合計 11,331,015 11,020,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,319 △11,679

評価・換算差額等合計 △20,319 △11,679

純資産合計 11,310,695 11,009,158

負債純資産合計 16,914,762 16,677,802
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（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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 29,100,772

売上原価 16,134,839

売上総利益 12,965,932

販売費及び一般管理費 11,975,861

営業利益 990,071

営業外収益  

受取利息 2,498

受取配当金 1,423

協賛金収入 14,903

その他 19,963

営業外収益合計 38,789

営業外費用  

支払利息 21,412

その他 5,536

営業外費用合計 26,949

経常利益 1,001,911

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 31,307

減損損失 37,385

その他 16,384

特別損失合計 85,077

税金等調整前四半期純利益 917,766

法人税、住民税及び事業税 486,060

法人税等調整額 △27,904

法人税等合計 458,155

四半期純利益 459,610
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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22年３月１日 
 至 平成22年11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 917,766

減価償却費 513,736

減損損失 37,385

賞与引当金の増減額（△は減少） 182,361

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,940

受取利息及び受取配当金 △3,922

投資有価証券評価損益（△は益） 11,163

支払利息 21,412

有形固定資産除却損 25,437

有形固定資産売却損益（△は益） △933

売上債権の増減額（△は増加） △546,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △385,748

仕入債務の増減額（△は減少） 512,373

未払金の増減額（△は減少） △205,026

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,177

その他 △13,104

小計 1,020,029

利息及び配当金の受取額 4,041

利息の支払額 △20,886

法人税等の支払額 △591,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 411,236

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 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △400,854

有形固定資産の売却による収入 1,992

投資有価証券の取得による支出 △2,079

長期貸付金の回収による収入 1,989

差入保証金の差入による支出 △40,910

差入保証金の回収による収入 5,649

その他 △95,961

投資活動によるキャッシュ・フロー △830,173
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 △390,000

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 △1,149

財務活動によるキャッシュ・フロー △540,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △959,520

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 3,171,474
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11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．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 
 9,555,859  8,552,153  5,683,084  5,309,675  29,100,772  －  29,100,772

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,013,742  18,959  292,766  19,353  1,344,821  (1,344,821)  －

  計  10,569,601  8,571,113  5,975,850  5,329,028  30,445,594  (1,344,821)  29,100,772

 営業利益  705,202  889,833  256,457  26,541  1,878,035  (887,963)  990,071

（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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