
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 カネ美食品株式会社 上場取引所 大 

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23年2月10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

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

23年3月期第3四半期 61,497 △1.4 2,197 3.7 2,337 3.7 891 △15.2

22年3月期第3四半期 62,381 △6.6 2,119 △4.6 2,252 △3.9 1,051 △10.3

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3四半期 90.41 ―

22年3月期第3四半期 106.40 ―

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3四半期 30,122 22,011 73.0 2,233.39
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3四半期  22,011百万円 22年3月期  21,301百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

平成22年３月期期末配当25円00銭には、記念配当５円00銭が、平成23年３月期期末配当予想30円00銭には、記念配当10円00銭がそれぞれ含まれており
ます。 

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 ― 20.00 ―

23年3月期 
（予想）

30.00 50.00

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） 
（％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  
 

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 81,558 △0.5 2,749 2.4 2,876 1.0 1,154 △24.2 117.06



(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ますが、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 
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)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期3Q 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3Q  144,457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3Q  9,863,260株 22年3月期3Q  9,883,945株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国の経済の回復や政府の経済政策等の下支えによ

り、緩やかな改善基調で推移しましたが、急激な円高の進行や雇用不安などから、先行きは不透明で、本格的な

景気の回復にはいたりませんでした。 

当社をとりまく中食業界におきましては、緩やかなデフレ傾向の中、消費者の低価格志向、節約志向は依然と

して高く、厳しい経営環境が続きました。 

当社グループは、このような経営環境の中において、創業時から培った企業理念、価値観の共有化を今一度図

り直すとともに、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３四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりであります。 

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、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３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期間と比べ1.4％減収の614億97百万円となりました。 

テナント事業においては総合惣菜店舗３店舗、洋風惣菜店舗１店舗、寿司専門店舗１店舗の計５店舗を新規

に出店しました。また、既存の総合惣菜店舗12店舗を改装し、売り場の活性化を図る一方で、総合惣菜店舗４

店舗、寿司専門店９店舗の計13店舗の退店を行ないました。 

販売面では、上半期に引続き、「ユニー40周年記念特別セール」への参画や自社企画の「お客様感謝セー

ル」等を毎月実施し、販売促進に努めてまいりました。 

また、クリスマス、年末商戦においては、売上高は堅調に推移し、既存店ベースにおいても前年実績を上回

りました。 

これらにより、テナント事業全体の売上高は、前年同期間と比べ、1.3％増収の299億53百万円となりました。

外販事業においては、この第３四半期から新規取引先との契約により、関西地区のＪＲ駅構内店舗に、弁

当、おにぎり等の米飯製品の納品を開始しました。 

商品面においては、上半期に投入したお値打ち弁当の「おてごろシリーズ」、中間価格帯の「なるほど弁当

シリーズ」の出荷が好調に推移し、また、11月より実施した老舗鶏料理店「玉ひで」と共同開発した「チキン

の煮焼きカツ丼」等、人気店とのタイアップ企画製品については好評を得ることができました。 

これら新規取引先への納品の開始や企画製品の投入等により、売上高の増加を図ってまいりましたが、その

他においては伸び悩み、外販事業全体の売上高は、前年同期間と比べ、4.1％減収の310億３百万円となりまし

た。 

② 営業利益 

当第３四半期連結累計期間の営業利益は、前年同期間と比べ、3.7％増益の21億97百万円となりました。 

テナント事業においては、きめ細やかな店舗運営に努め、労務費、製造経費の低減を図ってまいりました。 

加えて、不採算店舗の撤退効果もあり、テナント事業のセグメント利益は前年同期間と比べ、45.4％増益の

16億60百万円となりました。 

外販事業においては、コストは概ね計画通りにコントロールされたものの、売上高が前年同期間を上回るに

はいたらず、外販事業のセグメント利益は前年同期間と比べ46.2％減益の５億18百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

報告セグメント区分 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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③ 経常利益 

当第３四半期連結累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3.7％増益の23億37百万円

となりました。 

④ 特別損失 

当第３四半期連結累計期間において、投資有価証券評価損３億99百万円を特別損失として計上しました。 

⑤ 四半期純利益 

当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、法人税等の負担額が前年同期間と比べ２億64百万円増加した

ことにより、前年同期間と比べ15.2％減益の８億91百万円となりました。 

（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における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億76百万円増加し、301億22百万円

となりました。 

これは主に、現金及び預金が15億66百万円、売掛金が10億16百万円増加した一方で、有形固定資産が償却等に

より４億７百万円減少したことなどによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ11億66百万円増加し、81億11百万円となりました。 

この主な要因は、買掛金が７億10百万円、未払法人税等が２億78百万円、未払金等流動負債が５億５百万円増

加した一方で、長期借入金が１億94百万円、賞与引当金が２億66百万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７億10百万円増加し、220億11百万円となりました。 

この主な要因は、配当金の支払額が４億43百万円あった一方、四半期純利益による増加が８億91百万円あった

こと、またその他有価証券評価差額金が３億円多かったことによります。 

これらにより、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の75.4％から73.0％となり

ました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、98億37百万

円となり、前第３四半期連結累計期間末と比べ29億84百万円増加しました。 

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、前第３四半期連結累計期間と比べ10億30百万円多い23億84百万円となりま

した。 

この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が、前年同期間と比べ１億４百万円増加したことや、法人税等の

支払額が、前年同期間と比べ７億５百万円減少したこととなどによります。 

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、前第３四半期連結累計期間と比べ４億39百万円少ない１億43百万円となり

ました。 

この主な要因は、定期預金の払戻しによる収入が３億円あったことと、有形固定資産の取得による支出が前年

同期間に比べ１億15百万円少なかったことなどによります。 

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、前第３四半期連結累計期間と比べ１億62百万円少ない６億74百万円となり

ました。 

この主な要因は、長期借入金の返済による支出が１億79百万円減少した一方、配当金の支払額が前年同期間に

比べ47百万円増加したこと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 

通期の業績予想については、平成22年10月29日に公表しました業績予想から変更はありません。 

下半期の業績見通しは、概ね当初の計画通りで推移するものと想定しており、連結の通期の業績については、

売上高815億58百万円（前期比0.5％減）、営業利益27億49百万円（前期比2.4％増）、経常利益28億76百万円（前

期比1.0％増）、当期純利益11億54百万円（前期比24.2％減）を見込んでおります。 

また、個別の通期の業績については、売上高807億73百万円（前期比0.7％減）、営業利益27億６百万円（前期

比3.4％増）、経常利益28億24百万円（前期比1.5％増）、当期純利益11億25百万円（前期比24.1％減）を見込ん

でおります。 
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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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ1,768千円、税金等調整前四半期純利

益は19,965千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３四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」の科目を表示しております。 

  

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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,037,704 7,470,733

売掛金 4,742,575 3,725,953

有価証券 799,844 799,821

商品及び製品 14,355 11,519

仕掛品 68,301 85,414

原材料及び貯蔵品 533,174 411,480

繰延税金資産 353,441 430,074

その他 266,950 210,469

流動資産合計 15,816,346 13,145,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,786,849 5,035,346

機械装置及び運搬具（純額） 1,718,436 1,868,689

土地 4,543,800 4,543,800

その他（純額） 316,743 325,641

有形固定資産合計 11,365,830 11,773,477

無形固定資産 254,812 262,841

投資その他の資産   

投資有価証券 1,880,454 1,848,367

繰延税金資産 470,936 578,174

その他 334,304 646,316

貸倒引当金 － △8,450

投資その他の資産合計 2,685,695 3,064,408

固定資産合計 14,306,338 15,100,727

資産合計 30,122,685 28,246,194
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,132,618 2,422,385

未払法人税等 542,500 264,100

賞与引当金 599,700 865,900

その他 2,922,337 2,611,390

流動負債合計 7,197,155 6,163,775

固定負債   

退職給付引当金 676,937 565,871

資産除去債務 39,709 －

負ののれん 23,882 36,526

長期未払金 131,531 131,531

その他 42,208 47,232

固定負債合計 914,269 781,161

負債合計 8,111,425 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 17,950,560 17,502,718

自己株式 △420,122 △381,920

株主資本合計 21,707,037 21,297,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 304,223 3,859

評価・換算差額等合計 304,223 3,859

純資産合計 22,011,260 21,301,257

負債純資産合計 30,122,685 28,246,194
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 62,381,599 61,497,412

売上原価 53,951,578 53,049,458

売上総利益 8,430,020 8,447,954

販売費及び一般管理費 6,310,807 6,250,211

営業利益 2,119,213 2,197,742

営業外収益   

受取利息 5,941 2,421

受取配当金 46,862 50,227

負ののれん償却額 12,643 12,643

不動産賃貸料 23,593 22,574

補助金収入 27,186 7,510

その他 32,235 52,996

営業外収益合計 148,463 148,373

営業外費用   

支払利息 5,407 782

不動産賃貸原価 7,733 6,775

その他 1,704 870

営業外費用合計 14,844 8,428

経常利益 2,252,832 2,337,687

特別利益   

固定資産売却益 134 1,972

投資有価証券売却益 － 312

特別利益合計 134 2,284

特別損失   

固定資産売却損 586 181

固定資産除却損 28,576 29,862

減損損失 13,024 －

災害による損失 2,902 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

投資有価証券売却損 － 28

投資有価証券評価損 412,045 399,319

会員権評価損 7,600 －

その他 － 50

特別損失合計 464,735 447,638

税金等調整前四半期純利益 1,788,230 1,892,333

法人税、住民税及び事業税 555,665 949,191

法人税等調整額 180,875 51,361

法人税等合計 736,540 1,000,552

少数株主損益調整前四半期純利益 － 891,781

四半期純利益 1,051,690 891,781
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,788,230 1,892,333

減価償却費 949,288 833,413

減損損失 13,024 －

負ののれん償却額 △12,643 △12,643

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,197

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △8,450

賞与引当金の増減額（△は減少） △320,900 △266,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,618 111,066

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 △52,804 △52,648

支払利息 5,407 782

固定資産売却損益（△は益） 451 △1,790

固定資産除却損 18,696 19,635

投資有価証券売却損益（△は益） － △283

投資有価証券評価損益（△は益） 412,045 399,319

会員権評価損 7,600 －

売上債権の増減額（△は増加） △854,591 △1,025,897

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,483 △107,417

未収入金の増減額（△は増加） △57,660 4,312

仕入債務の増減額（△は減少） 605,675 710,232

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,105 △57,882

その他の固定資産の増減額（△は増加） △5,662 12,447

未払費用の増減額（△は減少） 209,162 191,573

未払消費税等の増減額（△は減少） △77,953 83,366

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,993 230,047

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,574 △5,024

その他 － 624

小計 2,650,019 2,969,112

利息及び配当金の受取額 51,078 52,678

利息の支払額 △5,284 △765

法人税等の支払額 △1,341,681 △636,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,354,131 2,384,790
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △539,169 △423,233

有形固定資産の売却による収入 2,601 3,046

投資有価証券の売却による収入 － 1,751

長期貸付金の回収による収入 275 275

投資その他の資産の増減額（△は増加） △47,053 △25,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,346 △143,593

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 △374,400 △194,700

自己株式の取得による支出 △69,079 △38,202

配当金の支払額 △393,451 △441,301

財務活動によるキャッシュ・フロー △836,930 △674,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,145 1,566,993

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 6,852,990 9,837,548
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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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 
 30,010,391  32,316,413  9,794  62,381,599  ―  62,381,599

（2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
 ―  646,046  502,357  1,148,403  △1,148,403  ―

計  30,010,391  33,007,459  512,151  63,530,002  △1,148,403  62,381,599

営業利益  1,496,245  1,282,861  15,382  2,794,488  △675,275  2,119,213

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△36,530千円には、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38,908千円等が含まれております。 

  

（追加情報） 

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 
 29,953,245  31,003,557  60,956,803  540,608  61,497,412 ―  61,497,412

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

―  599,933  599,933  1,130,560  1,730,493  △1,730,493 ― 

計  29,953,245  31,603,491  61,556,737  1,671,168  63,227,905  △1,730,493  61,497,412

セグメント利益  1,660,503  518,488  2,178,991  55,281  2,234,273  △36,530  2,197,742

（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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連結子会社の吸収合併 

当社は、平成23年１月17日開催の取締役会において、平成23年４月１日を効力発生日（予定）として、当社

の連結子会社である株式会社港炊飯センターを吸収合併することを決議いたしました。 

  

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要 

（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合当事企業 

当社の100％出資連結子会社である株式会社港炊飯センター 

② 事業の内容 

穀物類の加工及び販売 

（２）企業結合日 

平成23年４月１日（予定） 

（３）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で株式会社港炊飯センターは解散いたします。 

（４）結合後企業の名称 

結合後企業の名称に変更はありません。 

（５）取引の目的を含む取引の概要 

株式会社港炊飯センターは当社の100％出資連結子会社であり、炊飯及び寿司飯等を製造し、当社のテナ

ント事業へ納品をおこなっております。 

この度、当社はグループの経営資源を集約し、業務効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、株式会

社港炊飯センターを吸収合併することを決定いたしました。 

（６）合併の日程 

合併承認取締役会 …………………平成23年１月17日 

契約承認取締役会 …………………平成23年１月17日 

契約締結日 …………………………平成23年１月17日 

企業結合日 …………………………平成23年４月１日（予定） 

  

２．実施する会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共

通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。 

（７）重要な後発事象
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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．主要な経営指標等の推移

（１）主要な連結経営指標等の推移

回次 
第40期 

第３四半期 
連結累計期間 

第41期
第３四半期 
連結累計期間 

第40期
第３四半期 
連結会計期間 

第41期 
第３四半期 
連結会計期間 

第40期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  62,381,599  61,497,412  20,793,249  20,808,262  82,016,298

経常利益（千円）  2,252,832  2,337,687  770,717  835,915  2,844,996

四半期（当期）純利益（千円）  1,051,690  891,781  398,056  469,576  1,524,893

純資産額（千円） ― ―  20,812,830  22,011,260  21,301,257

総資産額（千円） ― ―  28,483,168  30,122,685  28,246,194

１株当たり純資産額（円） ― ―  2,108.66  2,233.39  2,158.15

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 106.40  90.41  40.31  47.63  154.33

自己資本比率（％） ― ―  73.1  73.0  75.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,354,131  2,384,790 ― ―  2,602,299

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △583,346  △143,593 ― ―  △287,033

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △836,930  △674,203 ― ―  △963,845

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
― ―  6,852,990  9,837,548  8,270,555

従業員数（人） ― ―  1,296  1,283  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。  

（２）主要な個別経営指標等の推移

回次 
第40期 

第３四半期 
累計期間 

第41期
第３四半期 
累計期間 

第40期
第３四半期 
会計期間 

第41期 
第３四半期 
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 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  61,920,184  60,956,811  20,605,423  20,620,729  81,382,645

経常利益（千円）  2,211,210  2,276,512  761,893  809,042  2,781,026

四半期（当期）純利益（千円）  1,025,931  856,061  392,214  453,720  1,484,680

純資産額（千円） ― ―  20,448,096  21,596,352  20,922,069

総資産額（千円） ― ―  27,866,434  29,428,513  27,730,386

１株当たり純資産額（円） ― ―  2,071.71  2,191.29  2,119.73

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 103.79  86.79  39.72  46.03  150.26

自己資本比率（％） ― ―  73.3  73.3  75.4

従業員数（人） ― ―  1,270  1,255  1,252
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