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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

第３四半期連結
累計期間

第19期

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
９月30日

自平成23年
１月１日
至平成23年
12月31日

売上高（千円） 9,378,67710,935,473

経常利益（千円） 1,511,6701,536,007

四半期（当期）純利益（千円） 847,013 803,141

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
846,792 803,126

純資産額（千円） 5,358,3364,629,192

総資産額（千円） 7,415,3926,495,238

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
119.99 113.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 72.3 71.3

　

回次
第20期

第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成24年
７月１日
至平成24年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
37.44

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当社は第19期第４四半期より連結決算を行っているため、第19期第３四半期連結累計期間の経営指標等につ

いては記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22

年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平

成22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平

成22年６月30日）を適用しております。

　　当第３四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

EDINET提出書類

アークランドサービス株式会社(E03513)

四半期報告書

 2/15



２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　なお、第２四半期連結会計期間より、平成24年５月15日に設立いたしましたARCLAND SERVICE(H.K.)CO.,LIMITEDを連

結子会社としております。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

    　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

  

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などを背景に緩やかな回復傾向

にあるものの、長引く円高や欧州債務危機による海外経済の低迷など、依然として不透明な状況で推移いたしまし

た。 

　外食業界におきましては、消費者の節約志向の継続や原料相場の高騰による食材価格の上昇など、厳しい経営環境

となっております。

　このような環境下、当社グループにおきましては、引き続き既存店売上高向上への施策の実施と、出店エリアの拡

大、出店加速に向けて取り組んでまいりました。

　既存店につきましては、「かつや」において８回のフェアメニューの投入と５回のキャンペーンを実施した結果、

１～９月の既存店売上高前年比は、直営店100.8％、ＦＣ店103.6％と堅調に推移いたしました。

　出退店につきましては、「かつや」を直営店７店舗、ＦＣ店24店舗の計31店舗を出店したことにより、直営・ＦＣ

各１店舗の閉店はありましたが、「かつや」の当第３四半期末における店舗数は、純増29店舗の206店舗となりまし

た。その他の業態につきましては、２店舗を営業譲渡し、３店舗を閉店したことにより、当第３四半期末の店舗数は

11店舗となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高9,378百万円、営業利益1,467百万円、経常利益1,511百万

円、四半期純利益847百万円となりました。

　なお、当社グループは外食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

　

(2）財政状態の分析

　①流動資産

　　　当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は3,946百万円となり、前連結会計年度末の3,298百万円から648百

万円増加いたしました。その主な要因は、現金及び預金が548百万円、売掛金が31百万円増加したためであります。

　②固定資産

　　　当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は3,468百万円となり、前連結会計年度末の3,196百万円から272百

万円増加いたしました。その主な要因は、建設協力金が85百万円、建物及び構築物（純額）が43百万円増加したた

めであります。

　③流動負債

　　　当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は1,486百万円となり、前連結会計年度末の1,377百万円から109百

万円増加いたしました。その主な要因は、未払法人税等が27百万円増加したためであります。

　④固定負債

　　　当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は570百万円となり、前連結会計年度末の488百万円から81百万円

増加いたしました。その主な要因は、受入保証金が75百万円増加したためであります。

　⑤純資産

　　　当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は5,358百万円となり、前連結会計年度末の4,629百万円から729百万

円増加いたしました。その主な要因は、四半期純利益847百万円の計上がありましたが、配当金117百万円を支払っ

たためであります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,600,000

計 24,600,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月８日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 7,374,000 7,374,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 7,374,000 7,374,000 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年９月１日

（注）
4,916,0007,374,000 － 456,320 － 408,562

　（注）株式分割（１：３）によるものであります。

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

アークランドサービス株式会社(E03513)

四半期報告書

 5/15



(7) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  　105,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,352,600 23,526 －

単元未満株式 普通株式      　400 － －

発行済株式総数 2,458,000 － －

総株主の議決権 － 23,526 －

　（注）当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、上記は分割前の株式

数にて記載しております。

　

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

アークランドサービス

株式会社

東京都千代田区神田佐久間町一丁

目８番地４ニュー千代田ビル５階
105,000 － 105,000 4.27

計 － 105,000 － 105,000 4.27

　（注）当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、上記は分割前の株式

数にて記載しております。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当社は第19期第４四半期より連結決算を行っているため、前第３四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計

算書及び四半期連結包括利益計算書は記載しておりません。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,594,920 3,143,281

売掛金 359,636 391,196

商品 81,021 69,104

原材料及び貯蔵品 32,016 22,668

その他 233,197 322,697

貸倒引当金 △1,900 △2,000

流動資産合計 3,298,892 3,946,947

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,378,987 1,422,514

その他（純額） 154,423 184,443

有形固定資産合計 1,533,411 1,606,958

無形固定資産 5,279 5,882

投資その他の資産

敷金及び保証金 968,787 976,939

建設協力金 442,605 528,093

その他 246,262 350,571

投資その他の資産合計 1,657,654 1,855,604

固定資産合計 3,196,345 3,468,445

資産合計 6,495,238 7,415,392

負債の部

流動負債

買掛金 516,674 462,204

未払法人税等 310,824 338,356

賞与引当金 － 21,421

その他 549,555 664,236

流動負債合計 1,377,053 1,486,219

固定負債

受入保証金 322,778 398,697

資産除去債務 165,020 171,710

その他 1,194 429

固定負債合計 488,992 570,837

負債合計 1,866,045 2,057,056
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 456,320 456,320

資本剰余金 408,562 408,562

利益剰余金 3,843,180 4,572,546

自己株式 △78,831 △78,831

株主資本合計 4,629,231 5,358,597

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △39 －

為替換算調整勘定 － △260

その他の包括利益累計額合計 △39 △260

純資産合計 4,629,192 5,358,336

負債純資産合計 6,495,238 7,415,392
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 9,378,677

売上原価 3,878,634

売上総利益 5,500,043

販売費及び一般管理費 4,032,681

営業利益 1,467,361

営業外収益

受取利息 8,355

協賛金収入 25,445

雑収入 13,031

営業外収益合計 46,832

営業外費用

雑損失 2,523

営業外費用合計 2,523

経常利益 1,511,670

特別利益

受取和解金 54,491

その他 240

特別利益合計 54,731

特別損失

固定資産除却損 35,272

店舗閉鎖損失 45,228

減損損失 17,815

その他 6

特別損失合計 98,322

税金等調整前四半期純利益 1,468,079

法人税、住民税及び事業税 617,301

法人税等調整額 3,764

法人税等合計 621,066

少数株主損益調整前四半期純利益 847,013

四半期純利益 847,013
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【四半期連結包括利益計算書】
【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24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 847,013

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 39

為替換算調整勘定 △260

その他の包括利益合計 △221

四半期包括利益 846,792

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 846,792

少数株主に係る四半期包括利益 －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

　（連結の範囲の重要な変更）

　第２四半期連結会計期間より、新たに設立したARCLAND SERVICE(H.K.)CO.,LIMITEDを連結の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

　（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表

分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用して

おります。

　当第３四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮

定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。　

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

　（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

　　減価償却費　　　　　　　　　　　167,826千円

　

（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月23日

定時株主総会
普通株式 117,648 50　平成23年12月31日平成24年３月26日利益剰余金

　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日)　

当社グループにおいては、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 119円99銭

（算定上の基礎）  

　　四半期純利益金額（千円） 847,013

　　普通株主に帰属しない金額（千円） －

　　普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 847,013

　　普通株式の期中平均株式数（株） 7,058,886

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。　

（会計方針の変更）

　第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６

月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６

月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30

日）を適用しております。　　　　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月８日

アークランドサービス株式会社

取締役会　御中

あらた監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　真美　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小沢　直靖　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアークランドサー

ビス株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年７月

１日から平成24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アークランドサービス株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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