
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月９日

上場会社名 カネ美食品株式会社 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 2669 ＵＲＬ  http://www.kanemi-foods.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）三輪 幸太郎 

問合せ先責任者  （役職名） 経理財務部長 （氏名）皆川 章 （ＴＥＬ）  052（895）2141 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12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      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  19,501  △3.8  389  △8.0  443  △7.5  216  △12.3

22年３月期第１四半期  20,290  △4.9  423  △11.3  479  △8.2  246  △19.8

  
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３月期第１四半期  21  90  ―      

22年３月期第１四半期  24  92  ―      

  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３月期第１四半期  27,764  21,161  76.2  2,144  90

22年３月期  28,246  21,301  75.4  2,158  15

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 21,161百万円 22年３月期 21,301百万円

  
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３月期  －        20 00 －      25 00  45  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  20 00 －      20 00  40  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  41,733  0.3  1,420  2.0  1,487  0.3  779  19.2  78  89

通期  82,602  0.7  2,745  2.2  2,861  0.5  1,529  0.3  154  84

610006
TDnetロゴ

610006
新規スタンプ



４．その他（詳細は、添付資料４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      ―社 （    ― ）                 除外       ―社  （    ― ） 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対するレビュー手続きは実施中であります。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する事項は、業績の見通し等の参考となる情報提供のみを目的とし

たものであります。経営環境の変化など、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり、これらの要

因の変動が当初想定した範囲を上回る事態が発生した場合には、当初の見通し数値と異なる可能性があります。 

なお、業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,000,000株 22年３月期 10,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 134,048株 22年３月期 129,844株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,869,109株 22年３月期１Ｑ 9,892,319株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、輸出、生産等の増加から、緩やかな回復を続けており、

企業収益は、輸出の増加とコスト削減効果から回復の基調が見受けられました。 

個人消費は、一部においては、政策効果による持ち直しの動きを継続しており、基調としては底堅く推移した

ものの、当社グループを取り巻く中食業界においては、厳しい雇用・所得環境が続く中、消費者の節約志向、他

社との競合は継続しており、依然として厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境の中、当社グループは、引き続き業務のムダ、ロスの削減を図り、業績の改善及び収益基

盤の強化に注力してまいりました。 

当社グループ及び報告セグメントの当第１四半期連結会計期間の業績は、以下のとおりであります。 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

これに伴い、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントを以下のとおり、「テナント事業」「外販事業」

の２つの区分に変更しております。 

  

なお、連結経営成績の前年同期間との比較に関する事項については、前年同期間の数値を変更後の報告セグメ

ントに組み替えた数値との比較によっております。  

① 売上高（セグメント間の内部売上高を除く。） 

当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期間と比べ3.8％減収の195億１百万円となりました。 

テナント事業においては、「ユニー40周年記念特別セール」への参画に加え、自社企画の「お客様感謝セー

ル」等を毎月実施した他、客数が比較的見込める火曜日と日曜日に「丸ごとイカ唐揚げ」「飛騨牛コロッケ」

等の集中販売を総合惣菜店舗において試みました。 

商品面では、飯物類において「カツ丼」「オムライス」等のできたて感のアピールや、寿司類においては、

薄味の寿司飯に甘めの玉子、サッパリ感を出す太目のきゅうりを具材とした「名代太巻き」の販売を試験的に

行いました。 

このような取り組みの結果、テナント事業の売上高は前年同期間とほぼ同額の94億12百万円となりました。 

外販事業においては、地元の食材を使用した地域限定の弁当を各地域に投入し、ゴールデンウィークに「手

巻き・直巻おにぎり100円セール」を実施した他、米・具材にこだわった「本むすびシリーズ」を展開しまし

た。また、寿司飯本来の美味しさにこだわり、寿司の定番商品の見直しを行いました。 

これらの積極的な商品展開を図ってまいりましたが、消費者の低価格志向や異業種を含めた競合等により、

売上高は伸び悩み、外販事業の売上高は前年同期間と比べ6.8％減収の99億13百万円となりました。 

② 営業利益 

当第１四半期連結会計期間の営業利益は、前年同期間と比べ8.0％減益の３億89百万円となりました。 

テナント事業においては、仕入から製造、販売に至るまでの極め細かな運営に努めてまいりました。また、

前期より進めてまいりました不採算店舗の撤退効果と併せて、テナント事業のセグメント利益は前年同期間と

比べ36.8％増益の３億88百万円となりました。 

外販事業においては、労務費、経費は概ね計画通りにコントロールされたものの、売上高が減少したことが

大きな要因となり、外販事業のセグメント利益は前年同期間と比べ99.3％減益の0.9百万円となりました。 

③ 経常利益・四半期純利益 

当第１四半期連結会計期間の経常利益は、上述の要因等により、前年同期間と比べ7.5％減益の４億43百万円

となり、四半期純利益は前年同期間と比べ12.3％減益の２億16百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメント区分  主要な内容  

テナント事業  
当社が、スーパーマーケット等に総合惣菜店舗、寿司専門店舗及び洋風惣菜店

舗を出店し、寿司・惣菜等の製造、販売を行っております。 

外販事業  
当社が、コンビニエンスストアの加盟店向けに弁当・おにぎり・惣菜等の製

造、納品を行っております。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億81百万円減少し、277億64百万円

となりました。この主な減少要因は、売掛金が５億２百万円減少したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３億41百万円減少し、66億３百万円となりました。 

この主な減少要因は、買掛金が２億99百万円、長期借入金が１億13百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億39百万円減少し、211億61百万円となりました。 

この主な減少要因は当期純利益による利益剰余金が２億16百万円増加した一方で、配当金の支払額が２億46百

万円、その他有価証券評価差額金が97百万円減少したことによります。 

これらにより、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末の75.4％から76.2％となりました。 

  

（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、前年同期間末に比

べ21億31百万円増加し、83億74百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま

す。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって得られた資金は、前年同期間と比べ７億79百万円増加し、６億24百万円となりました。 

この主な要因は、前年同期間と比べ法人税等の支払額が４億66百万円減少したことと売上債権の減少による

資金の増加が１億24百万円あったことなどによるものであります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によって支出した資金は、前年同期間と比べ27百万円少ない１億61百万円の資金を支出しました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が前年同期間と比べ43百万円減少したことなどによるもの

であります。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によって支出した資金は、前年同期間と比べ27百万円多い３億59百万円の資金を支出しました。 

この主な要因は、配当金の支払額が前年同期間と比べ49百万円増加したことなど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 

平成22年５月17日に公表しました連結業績予想への変更はありません。 
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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の算定方法について、定率法を採用している減価償却費の算定は、当連結会計年度に係る年

間償却額を期間按分して算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ589千円、税金等調整前四半期純利益は18,786千円減少しておりま

す。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は39,085千円であります。 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,574,209 7,470,733

売掛金 3,223,130 3,725,953

有価証券 799,805 799,821

商品及び製品 14,128 11,519

仕掛品 94,085 85,414

原材料及び貯蔵品 401,838 411,480

繰延税金資産 421,094 430,074

その他 312,144 210,469

流動資産合計 12,840,438 13,145,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,967,384 5,035,346

機械装置及び運搬具（純額） 1,862,637 1,868,689

土地 4,543,800 4,543,800

その他（純額） 319,719 325,641

有形固定資産合計 11,693,542 11,773,477

無形固定資産 256,379 262,841

投資その他の資産   

投資有価証券 1,705,001 1,848,367

繰延税金資産 630,905 578,174

長期預金 300,000 300,000

その他 347,129 346,316

貸倒引当金 △8,450 △8,450

投資その他の資産合計 2,974,585 3,064,408

固定資産合計 14,924,508 15,100,727

資産合計 27,764,946 28,246,194
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,122,655 2,422,385

1年内返済予定の長期借入金 81,500 194,700

未払法人税等 218,700 264,100

繰延税金負債 550 －

賞与引当金 861,700 865,900

その他 2,466,902 2,416,690

流動負債合計 5,752,008 6,163,775

固定負債   

退職給付引当金 601,047 565,871

資産除去債務 39,293 －

負ののれん 32,311 36,526

長期未払金 131,531 131,531

その他 47,232 47,232

固定負債合計 851,416 781,161

負債合計 6,603,424 6,944,936

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,002,262 2,002,262

資本剰余金 2,174,336 2,174,336

利益剰余金 17,472,051 17,502,718

自己株式 △392,895 △381,920

株主資本合計 21,255,755 21,297,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94,233 3,859

評価・換算差額等合計 △94,233 3,859

純資産合計 21,161,522 21,301,257

負債純資産合計 27,764,946 28,246,194

カネ美食品㈱（2669）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 20,290,374 19,501,475

売上原価 17,730,859 17,063,474

売上総利益 2,559,515 2,438,001

販売費及び一般管理費 2,135,903 2,048,381

営業利益 423,611 389,619

営業外収益   

受取利息 1,900 945

受取配当金 22,968 21,518

負ののれん償却額 4,214 4,214

不動産賃貸料 7,864 7,792

補助金収入 15,161 7,310

その他 9,259 15,344

営業外収益合計 61,369 57,125

営業外費用   

支払利息 2,222 494

不動産賃貸原価 2,578 2,418

その他 841 561

営業外費用合計 5,642 3,474

経常利益 479,338 443,270

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 633

固定資産売却益 － 1,181

特別利益合計 － 1,814

特別損失   

固定資産売却損 353 34

固定資産除却損 8,792 8,651

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

会員権評価損 7,200 －

特別損失合計 16,346 26,883

税金等調整前四半期純利益 462,991 418,201

法人税、住民税及び事業税 163,587 200,041

法人税等調整額 52,840 2,073

法人税等合計 216,427 202,114

少数株主損益調整前四半期純利益 － 216,086

四半期純利益 246,563 216,086
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 462,991 418,201

減価償却費 305,581 269,393

負ののれん償却額 △4,214 △4,214

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,200 △4,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,166 35,176

長期未払金の増減額（△は減少） △16,796 －

受取利息及び受取配当金 △24,869 △22,463

支払利息 2,222 494

固定資産売却損益（△は益） 353 △1,146

固定資産除却損 3,801 5,829

会員権評価損 7,200 －

売上債権の増減額（△は増加） 380,858 505,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △933 △1,639

未収入金の増減額（△は増加） 5,490 41,650

仕入債務の増減額（△は減少） △255,656 △299,729

その他の流動資産の増減額（△は増加） △133,100 △145,448

その他の固定資産の増減額（△は増加） △2,315 5,079

未払費用の増減額（△は減少） △5,875 △42,933

未払消費税等の増減額（△は減少） △105,630 61,374

その他の流動負債の増減額（△は減少） △132,211 △23,919

その他 － 208

小計 502,862 815,511

利息及び配当金の受取額 23,477 21,832

利息の支払額 △2,197 △474

法人税等の支払額 △679,629 △212,800

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,485 624,069

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 △185,742 △142,123

有形固定資産の売却による収入 556 1,325

長期貸付金の回収による収入 45 45

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,909 △20,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,050 △161,088

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 △124,800 △113,200

自己株式の取得による支出 △22,230 △10,975

配当金の支払額 △185,471 △235,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,502 △359,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △677,039 103,459

現金及び現金同等物の期首残高 6,919,135 8,270,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,242,096 8,374,015
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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】  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、事業の種類及び性質等を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

【所在地別セグメント】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）において、海外売上高がないため、

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

  
テナント事業 
（千円） 

外販事業
（千円） 

炊飯事業
（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 
 9,645,111  10,643,463  1,800  20,290,374  ―  20,290,374

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  215,852  164,884  380,736  △380,736  ―

計  9,645,111  10,859,316  166,684  20,671,111  △380,736  20,290,374

営業利益  418,614  265,942  3,716  688,272  △264,660  423,611

事業区分 主要な事業の内容

テナント事業 
スーパーマーケット等へのチェーン店舗出店を行い、寿司・惣菜等を製造・ 

加工し、販売を行っております。 

外販事業 
弁当・おにぎり・惣菜等を製造・加工し、コンビニエンスストア加盟店舗へ 

納品を行っております。 

炊飯事業 
炊飯及び寿司飯等の製造を行い、当社のテナント事業及び得意先へ納品を 

行っております。 
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、弁当・寿司・おにぎり・惣菜等の製造、販売を主たる業務としており、「テナント事業」「外販事

業」の２つを報告セグメントとしております。  

「テナント事業」は、当社がスーパーマーケット等に総合惣菜店舗、寿司専門店舗及び洋風惣菜店舗を出店

し、寿司・惣菜等の製造、販売を行っております。 

「外販事業」は、当社がコンビニエンスストアの加盟店向けに弁当・おにぎり・惣菜等の製造、納品を行っ

ております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、炊飯事業及び外食事業等を含

んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△14,176千円には、人事及び経理財務部門等の管理部門に係る全社費用の内、各

報告セグメントに配分していない費用14,863千円等が含まれております。 

  

 （追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント
その他

 （千円） 
（注）１ 

合計
（千円）  

調整額 
（千円）  
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 

  

テナント事
業 

（千円） 

外販事業
（千円）

計
（千円） 

売上高               

外部顧客への

売上高 
   9,412,740  9,913,426 19,326,166 175,309  19,501,475 ― 19,501,475

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 ―  166,028 166,028 330,064  496,093  △496,093 ― 

計    9,412,740    10,079,455 19,492,195 505,374  19,997,569  △496,093 19,501,475

セグメント利益    388,070    993 389,063 14,732  403,796  △14,176 389,619

（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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（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    

４．（参考）主要な経営指標等の推移

【主要な連結経営指標等の推移】

回次 
第40期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第41期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第40期

会計期間 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
６月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  20,290,374  19,501,475  82,016,298

経常利益（千円）  479,338  443,270  2,844,996

四半期（当期）純利益（千

円） 
 246,563  216,086  1,524,893

純資産額（千円）  20,171,871  21,161,522  21,301,257

総資産額（千円）  27,348,629  27,764,946  28,246,194

１株当たり純資産額（円）  2,040.03  2,144.90  2,158.15

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円） 
 24.92  21.90  154.33

自己資本比率（％）  73.8  76.2  75.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

 △155,485  624,069  2,602,299

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

 △189,050  △161,088  △287,033

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

（千円） 

 △332,502  △359,521  △963,845

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高（千円） 
 6,242,096  8,374,015  8,270,555

従業員数（人）  1,326  1,312  1,278
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（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    

【主要な個別経営指標等の推移】

回次 
第40期 

第１四半期 
累計(会計)期間

第41期
第１四半期 

累計(会計)期間
第40期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
６月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  20,150,079  19,326,169  81,382,645

経常利益（千円）  457,163  426,642  2,781,026

四半期（当期）純利益（千

円） 
 233,237  212,301  1,484,680

純資産額（千円）  19,819,569  20,778,548  20,922,069

総資産額（千円）  26,859,672  27,238,509  27,730,386

１株当たり純資産額（円）  2,004.40  2,106.09  2,119.73

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円） 
 23.58  21.51  150.26

自己資本比率（％）  73.7  76.2  75.4

従業員数（人）  1,301  1,283  1,252
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