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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） 

（注）平成23年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年3月期第3四半期の数値並びに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 

（注）平成23年3月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年3月期の数値については記載しておりません。  

(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 18,698 ― 744 ― 596 ― 148 ―
22年3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3月期第3四半期 5.89 ―
22年3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3月期第3四半期 22,926 9,659 42.0 383.59
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  9,636百万円 22年3月期  ―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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 24,330 ― 730 ― 530 ― 65 ― 2.59



(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、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 25,394,380株 22年3月期  25,394,380株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  271,611株 22年3月期  268,311株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 25,124,049株 22年3月期3Q  25,130,009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経済は、輸出の増加や生産の持ち直し、企業収益の改善等により、自

律回復に向けた動きもみられますが、政府による経済支援政策効果の剥落や厳しい雇用環境の継続、為替レートや

株価の変動のリスクの存在など、先行きに対する不透明感が払拭できない状況が続いております。 

 外食産業におきましても、一部に明るい兆しはあるものの、所得環境の改善が見られず個人消費は弱含みで推移

するなど、経営環境は引き続き厳しい状況で推移しております。 

 このような状況の中、当社は「 も顧客に信頼される和食レストランの実現」に向けて諸施策を積極的に推進す

るとともに、コストの見直しを継続推進し、収益力の強化に努めてまいりました。 

 店舗展開につきましては、郊外和食業態「和食さと」で１店舗の新規出店と１店舗の閉店を行いましたので、当

第３四半期会計期間末の店舗数は209店舗となりました。その内訳は、郊外和食店196店舗、すし半店13店舗であり

ます。 

 営業施策では、主力の郊外和食店「和食さと」では、更なる客層の拡大を目指し、しゃぶしゃぶ食べ放題「さと

しゃぶ」に加え、お寿司や一品料理の食べ放題「プレミアムコース」を新設しました。「すし半」におきまして

は、冬期間の宴会シーズンに向け「てっちり」を特別価格で販売し好評を頂いております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高186億98百万円、営業利益７億44百万円、経常利益５

億96百万円、四半期純利益１億48百万円となりました。 

 なお、平成22年10月１日に「サト・アークランドフードサービス株式会社」を設立したことにより、当第３四半

期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載しておりません。 

  

（２）連結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３四半期連結会計期間末における総資産は、229億26百万円となりました。 

 流動資産は48億57百万円となりました。これは主に、現金及び預金36億10百万円であります。 

 固定資産は180億69百万円となりました。これは主に、有形固定資産126億94百万円、差入保証金32億39百万円な

どであります。 

 流動負債は、60億66百万円となりました。これは主に、短期借入金31億79百万円、未払金11億５百万円などであ

ります。 

 固定負債は、72億１百万円となりました。これは主に、長期借入金56億79百万円であります。 

 純資産は、96億59百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末比については記載

しておりません。 

  

②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、36億10百万円となりま

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） 

 営業活動の結果獲得した資金は、11億78百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億49百

万円、減価償却費５億57百万円、仕入債務の増加３億75百万円などによる増加と、たな卸し資産の増加２億７百万

円などによる減少であります。 

（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、２億１百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出２億

57百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、４億２百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載

しておりません。 

  

（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11月29日に公表いたしました業績予想に変更はございません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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 

 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資産については、事業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 

 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、営業利益、経常利益はそれぞれ13百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は１億68百万円

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２億20百万円であります。 

  

（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。  

  

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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 3,610,149

売掛金 208,759

商品及び製品 192,005

原材料及び貯蔵品 483,186

繰延税金資産 136,960

その他 226,477

流動資産合計 4,857,539

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 2,505,440

土地 9,425,318

その他（純額） 763,723

有形固定資産合計 12,694,482

無形固定資産  

無形固定資産合計 334,797

投資その他の資産  

投資有価証券 530,072

長期貸付金 477,766

差入保証金 3,239,438

繰延税金資産 524,111

その他 268,695

投資その他の資産合計 5,040,083

固定資産合計 18,069,362

資産合計 22,926,901
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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) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 859,329

短期借入金 3,179,796

未払金 1,105,106

未払法人税等 217,330

未払消費税等 93,254

賞与引当金 132,500

店舗閉鎖損失引当金 56,853

その他 421,927

流動負債合計 6,066,097

固定負債  

長期借入金 5,679,206

再評価に係る繰延税金負債 917,768

役員退職慰労引当金 31,403

資産除去債務 224,526

その他 348,316

固定負債合計 7,201,221

負債合計 13,267,318

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,592,458

資本剰余金 3,224,180

利益剰余金 872,118

自己株式 △192,528

株主資本合計 9,496,229

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 21,346

土地再評価差額金 119,198

評価・換算差額等合計 140,544

少数株主持分 22,809

純資産合計 9,659,583

負債純資産合計 22,926,901
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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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 18,698,732

売上原価 5,531,385

売上総利益 13,167,346

販売費及び一般管理費 12,423,155

営業利益 744,190

営業外収益  

受取利息 8,808

受取配当金 11,828

受取家賃 90,928

雑収入 38,556

営業外収益合計 150,122

営業外費用  

支払利息 152,765

不動産賃貸費用 75,607

雑損失 69,624

営業外費用合計 297,997

経常利益 596,315

特別利益  

関係会社事業損失引当金戻入額 22,419

特別利益合計 22,419

特別損失  

固定資産除却損 14,464

賃貸借契約解約損 109

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 154,814

特別損失合計 169,388

税金等調整前四半期純利益 449,346

法人税、住民税及び事業税 196,785

法人税等調整額 129,732

法人税等合計 326,517

少数株主損益調整前四半期純利益 122,828

少数株主損失（△） △25,210

四半期純利益 148,039
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,473,506

売上原価 1,981,873

売上総利益 4,491,633

販売費及び一般管理費 4,148,234

営業利益 343,399

営業外収益  

受取利息 2,903

受取配当金 3,107

受取家賃 28,720

雑収入 10,055

営業外収益合計 44,786

営業外費用  

支払利息 50,195

不動産賃貸費用 25,027

雑損失 27,114

営業外費用合計 102,337

経常利益 285,848

特別損失  

固定資産除却損 1,527

特別損失合計 1,527

税金等調整前四半期純利益 284,320

法人税、住民税及び事業税 147,231

法人税等調整額 △5,055

法人税等合計 142,175

少数株主損益調整前四半期純利益 142,144

少数株主損失（△） △25,210

四半期純利益 167,355
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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 449,346

減価償却費 557,695

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 154,814

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,500

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △53,000

受取利息及び受取配当金 △20,636

支払利息 152,765

有形固定資産除却損 14,464

売上債権の増減額（△は増加） △57,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,171

仕入債務の増減額（△は減少） 375,228

未払金の増減額（△は減少） 91,621

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,252

その他 14,140

小計 1,416,722

利息及び配当金の受取額 11,902

利息の支払額 △150,742

法人税等の支払額 △99,385

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,178,496

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △30,936

関係会社出資金の売却による収入 45,699

有形固定資産の取得による支出 △257,574

無形固定資産の取得による支出 △19,075

差入保証金の差入による支出 △4,201

差入保証金の回収による収入 164,417

建設協力金の支払による支出 △47,000

建設協力金の回収による収入 45,003

その他 △98,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,751

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 37,500

長期借入れによる収入 2,890,000

長期借入金の返済による支出 △2,553,598

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,832

自己株式の取得による支出 △1,901

少数株主からの払込みによる収入 48,020

財務活動によるキャッシュ・フロー 402,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,372,654

現金及び現金同等物の期首残高 2,237,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,610,149
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは、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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４．（参考）四半期財務諸表（個別） 
（１）（参考）四半期貸借対照表（個別） 

（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,237,494

売掛金 151,462

商品及び製品 138,984

原材料及び貯蔵品 329,035

繰延税金資産 202,796

その他 184,827

流動資産合計 3,244,601

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 2,665,398

土地 9,425,318

その他（純額） 722,410

有形固定資産合計 12,813,127

無形固定資産 237,462

投資その他の資産  

投資有価証券 523,791

長期貸付金 467,068

差入保証金 3,389,654

繰延税金資産 570,685

その他 360,758

投資その他の資産合計 5,311,959

固定資産合計 18,362,549

資産合計 21,607,150
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（単位：千円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 484,101

短期借入金 2,825,800

未払金 1,051,284

未払法人税等 139,851

未払消費税等 78,001

賞与引当金 203,000

店舗閉鎖損失引当金 56,853

関係会社事業損失引当金 53,000

その他 295,452

流動負債合計 5,187,345

固定負債  

長期借入金 5,659,300

再評価に係る繰延税金負債 917,768

役員退職慰労引当金 31,403

その他 263,363

固定負債合計 6,871,835

負債合計 12,059,180

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,592,458

資本剰余金 3,224,180

利益剰余金 724,079

自己株式 △190,627

株主資本合計 9,350,091

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 78,680

土地再評価差額金 119,198

評価・換算差額等合計 197,878

純資産合計 9,547,969

負債純資産合計 21,607,150
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（２）（参考）四半期損益計算書（個別） 
（第３四半期累計期間）（参考）（個別） 

（単位：千円）

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

売上高 18,146,149

売上原価 5,272,514

売上総利益 12,873,634

販売費及び一般管理費 12,279,278

営業利益 594,355

営業外収益  

受取利息 9,580

受取配当金 12,453

受取家賃 104,097

雑収入 48,448

営業外収益合計 174,578

営業外費用  

支払利息 163,115

不動産賃貸費用 90,057

雑損失 71,132

営業外費用合計 324,305

経常利益 444,629

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 17,160

移転補償金 89,847

特別利益合計 107,008

特別損失  

固定資産除却損 11,362

店舗閉鎖損失引当金繰入額 6,853

早期割増退職金 6,529

特別損失合計 24,745

税引前四半期純利益 526,891

法人税、住民税及び事業税 74,656

法人税等調整額 117,692

法人税等合計 192,348

四半期純利益 334,542
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（第３四半期会計期間）（参考）（個別） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,981,217

売上原価 1,816,193

売上総利益 4,165,023

販売費及び一般管理費 3,971,064

営業利益 193,959

営業外収益  

受取利息 2,991

受取配当金 3,107

受取家賃 34,699

為替差益 13,510

雑収入 12,044

営業外収益合計 66,352

営業外費用  

支払利息 53,591

不動産賃貸費用 29,875

雑損失 23,458

営業外費用合計 106,926

経常利益 153,386

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 18,510

移転補償金 89,847

特別利益合計 108,358

特別損失  

固定資産除却損 2,950

店舗閉鎖損失引当金繰入額 6,853

特別損失合計 9,803

税引前四半期純利益 251,940

法人税、住民税及び事業税 24,760

法人税等調整額 64,799

法人税等合計 89,559

四半期純利益 162,380
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（３）（参考）四半期キャッシュ・フロー計算書（個別） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 526,891

減価償却費 598,565

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,400

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △95,407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,408

受取利息及び受取配当金 △22,033

支払利息 163,115

有形固定資産除却損 11,551

移転補償金 △89,847

売上債権の増減額（△は増加） △49,078

たな卸資産の増減額（△は増加） △194,779

仕入債務の増減額（△は減少） 269,950

未払金の増減額（△は減少） 22,916

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,599

その他 77,402

小計 1,059,038

利息及び配当金の受取額 12,557

利息の支払額 △162,172

移転補償金の受取額 70,347

法人税等の支払額 △101,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 878,438

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社出資金の払込による支出 △88,000

有形固定資産の取得による支出 △213,210

差入保証金の差入による支出 △55

差入保証金の回収による収入 176,925

建設協力金の回収による収入 53,215

その他 △45,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,541

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 180,000

長期借入れによる収入 3,420,000

長期借入金の返済による支出 △2,767,627

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,928

自己株式の取得による支出 △2,219

財務活動によるキャッシュ・フロー 816,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,587,011

現金及び現金同等物の期首残高 1,597,399

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,184,410
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