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  （百万円未満切捨て）

１．平成23年12月期第３四半期の業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 

（１）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12月期第３四半期 8,022 14.4 1,098 17.8 1,144 17.5 594 6.3

22年12月期第３四半期 7,015 14.3 932 39.7 973 38.8 559 51.2

  

  
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12月期第３四半期 252 85 － －

22年12月期第３四半期 23,782 20 － －

  

（２）財政状態 

  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12月期第３四半期 6,004 4,421 73.6 1,878 94

22年12月期 5,719 3,920 68.5 166,607 22
  
（参考）自己資本 23年12月期第３四半期 4,421百万円 22年12月期 3,920百万円
  

２．配当の状況 

  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12月期 － － 0 00 － － 4,000 00 4,000 00 

23年12月期 － － 0 00 － －

23年12月期（予想） 40 00 40 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  

３．平成23年12月期の業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  （％表示は、対前期増減率）  

  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

通期 10,650 9.8 1,368 5.9 1,398 4.3 739 3.6 314 06

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
当社は、平成 23 年 10 月３日付で会社分割により 100％出資の子会社を設立いたしましたので、平成 23 年 12 月期第４四半期より連結決算となり

ます。なお、連結の業績予想につきましては、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．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．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）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。 
  

（２）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              ：有 

（注）「四半期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。 
  

（３）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期３Ｑ 2,458,000株 22年12月期 24,580株

②  期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 105,000株 22年12月期 1,050株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 2,353,000株 22年12月期３Ｑ 23,530株

  
  

※  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、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は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、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ます。業績予想

の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）Ｐ．

３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．平成23年１月１日付をもって、普通株式１株につき100株の割合で株式分割しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けたサプライチェーンの復旧や個人消費

の持ち直し傾向が見られるものの、欧州の財政不安による円高の進行など、景気は先行き不透明な状況となってお

ります。  

 外食業界におきましては、震災の影響による需要の減少は回復傾向にあるものの、原発事故による放射性物質問

題や食中毒事件の発生など、消費者の食に対する安全意識も高まり、大変厳しい経営環境となりました。 

 このような環境下、当社におきましては、既存店売上高の向上と出店の拡大に取り組み、引き続き顧客満足度の

向上に努めてまいりました。 

 既存店におきましては、30日周期のフェアメニューの販売施策の継続と集客力を高めるキャンペーンの実施、デ

リバリー実施店舗の好調な推移により、１～９月の既存店売上高前期比は100.3％と順調に推移いたしました。ま

た、お客様の利便性と再来店頻度の向上を目的に７店舗で改装を実施いたしました。 

 出退店におきましては、「かつや」直営店２店舗、ＦＣ店７店舗に加え、「チェントペルチェント」１店舗、

「天丼あきば」１店舗を出店いたしましたが、「かつや」直営店１店舗、ＦＣ店１店舗、その他業態９店舗を閉店

いたしました。その結果、当第３四半期末における店舗数は、「かつや」直営店78店舗、「かつや」ＦＣ店93店

舗、その他直営店14店舗、その他ＦＣ店１店舗となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は8,022百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は1,098百

万円（同17.8％増）、経常利益は1,144百万円（同17.5％増）、四半期純利益は594百万円（同6.3％増）となりま

した。 

 なお、当社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）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は、6,004百万円となり、前事業年度末比284百万円の増加となりまし

た。 

これは主に、現金及び預金の増加により流動資産が44百万円増加したことと、有形固定資産や関係会社株式の増

加により固定資産が240百万円増加したことによるものであります。 

負債は、1,583百万円となり、前事業年度末比216百万円の減少となりました。 

これは主に、買掛金や未払法人税等の減少により流動負債が372百万円減少したものの、資産除去債務会計基準

の適用に伴い固定負債が155百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前事業年度末比500百万円の増加となり、自己資本比率は73.6％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、598百万円（前年同期比25.9％減）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益1,015百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費161百万円、資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額54百万円等があったものの、法人税等を674百万円支払ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、438百万円（前年同期比13.3％減）となりました。  

 これは主に、有形固定資産の取得による支出281百万円、関係会社株式の取得による支出72百万円、敷金及び保

証金の差入による支出138百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、87百万円（前年同期比721.5％増）となりました。  

 これは主に、配当金の支払94百万円を行ったことによるものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高は、前事業年度末と比較して72百万円増加し

2,216百万円となりました。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

当期の業績予想につきましては、平成23年９月９日に「会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお

知らせ」にて公表いたしましたとおり、平成23年10月３日付で会社分割により100％子会社の「アークダイニング

株式会社」を設立いたしましたので、平成23年12月期第４四半期より当社は連結決算となります。なお、連結の業

績予想につきましては以下のとおりであります。 

  

平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用しているものについては事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法としております。 

  

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は７百万円減少し、税引前四半期純利益は64百万円

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150百万円であります。  

  

②棚卸資産の評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっておりましたが、第１四半期会計期間より先入先出法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更

は、期間損益計算の適正化を目的とした在庫評価システムの整備がなされたことによるものであります。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。  

  

  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 10,700 － 1,370 － 1,400 － 740 － 314 49 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,216,910 2,144,209

売掛金 294,377 310,894

商品 78,751 74,653

原材料及び貯蔵品 19,940 28,713

その他 226,207 233,682

貸倒引当金 △1,500 △1,700

流動資産合計 2,834,687 2,790,454

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,185,751 1,136,171

その他（純額） 331,692 254,070

有形固定資産合計 1,517,443 1,390,242

無形固定資産 5,617 6,960

投資その他の資産   

敷金及び保証金 949,318 912,225

建設協力金 443,517 446,903

その他 253,640 173,177

投資その他の資産合計 1,646,476 1,532,306

固定資産合計 3,169,538 2,929,509

資産合計 6,004,225 5,719,963

負債の部   

流動負債   

買掛金 416,001 471,488

未払法人税等 150,919 410,029

賞与引当金 21,792 －

その他 504,627 584,213

流動負債合計 1,093,341 1,465,730

固定負債   

受入保証金 333,784 330,330

資産除去債務 154,610 －

その他 1,354 3,633

固定負債合計 489,749 333,964

負債合計 1,583,090 1,799,695
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31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 3,635,002 3,134,159

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 4,421,135 3,920,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △24

評価・換算差額等合計 － △24

純資産合計 4,421,135 3,920,267

負債純資産合計 6,004,225 5,719,963
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,015,894 8,022,996

売上原価 2,801,401 3,250,632

売上総利益 4,214,493 4,772,363

販売費及び一般管理費 3,281,669 3,673,885

営業利益 932,823 1,098,478

営業外収益   

受取利息 8,095 7,286

協賛金収入 22,707 28,972

雑収入 12,413 10,871

営業外収益合計 43,217 47,131

営業外費用   

雑損失 2,142 1,061

営業外費用合計 2,142 1,061

経常利益 973,898 1,144,547

特別利益   

店舗等解約補償金 2,115 －

固定資産受贈益 － 3,360

その他 100 200

特別利益合計 2,215 3,560

特別損失   

固定資産除却損 12,951 20,305

店舗閉鎖損失 9,023 47,795

災害による損失 － 8,975

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54,784

その他 34 483

特別損失合計 22,009 132,345

税引前四半期純利益 954,104 1,015,762

法人税、住民税及び事業税 410,073 421,551

法人税等調整額 △15,564 △752

法人税等合計 394,509 420,799

四半期純利益 559,595 594,963
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 954,104 1,015,762

減価償却費 134,927 161,350

固定資産除却損 12,951 20,305

店舗閉鎖損失 9,023 47,795

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 54,784

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,626 21,792

受取利息 △8,095 △7,286

売上債権の増減額（△は増加） 15,086 16,516

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,302 4,675

その他の資産の増減額（△は増加） 19,953 47,934

仕入債務の増減額（△は減少） △48,531 △55,486

その他の負債の増減額（△は減少） △20,458 △54,178

その他 △2,181 △3,077

小計 1,113,708 1,270,889

利息の受取額 2,371 2,025

法人税等の支払額 △308,182 △674,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 807,896 598,705

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 △367,184 △281,699

有形固定資産の売却による収入 55,225 4,972

関係会社株式の取得による支出 － △72,030

貸付けによる支出 △1,000,000 △1,000,000

貸付金の回収による収入 1,000,000 1,000,000

関係会社預け金の預入による支出 － △1,000,000

関係会社預け金の払戻による収入 － 1,000,000

敷金及び保証金の差入による支出 △149,873 △138,537

敷金及び保証金の回収による収入 － 48,868

その他 △44,115 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △505,948 △438,425

財務活動によるキャッシュ・フロー   

預り保証金の受入による収入 65,547 22,740

預り保証金の返還による支出 △5,618 △16,200

配当金の支払額 △70,590 △94,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,661 △87,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 291,287 72,700

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,255 2,144,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,778,542 2,216,910
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 該当事項はありません。 

  

 当社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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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