
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サトレストランシステムズ株式会社 上場取引所 大 
コード番号 8163 URL http://www.sato-restaurant-systems.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役兼執行役員社長 （氏名） 重里 欣孝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役兼執行役員 （氏名） 寺島 康雄 TEL 072-227-5901
四半期報告書提出予定日 平成24年8月13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25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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24年３月期第１四半期の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 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 5,995 0.1 △38 ― △68 ― △54 ―
24年3月期第1四半期 5,988 ― 31 ― △2 ― △39 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △35百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △2.16 ―
24年3月期第1四半期 △1.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 18,031 6,842 37.2
24年3月期 18,336 6,888 37.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,704百万円 24年3月期  6,798百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 13,000 2.9 350 △30.2 300 △27.4 160 1.8 6.37
通期 26,000 2.5 700 △25.3 600 △24.8 305 ― 12.14



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、金融商品取引方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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 25,394,380 株 24年3月期 25,394,380 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 271,690 株 24年3月期 271,690 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 25,122,690 株 24年3月期1Q 25,122,740 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復がみられるものの、欧州債務危機などを背景

とした金融市場の変動や海外景気の下振れリスク、電力供給の制約などから、先行き不透明な状況となっていま

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、景気の不透明感や住民税の増税、さらには復興特

別税、消費税の増税への動きなどから、消費者の防衛意識による低価格志向や消費の選別などにより、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、当社グループは「 も顧客に信頼されるレストランの実現」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、当社グループの当第１四半期連結会計期間末の店舗数は213店舗となりました。そ

の内訳は、郊外和食店195店舗、すし半店13店舗、かつや店５店舗であります。郊外和食業態「和食さと」で12

店舗の改装を行いました。すし半業態で２店舗の改装を行いました。また、ＰＯＳ・ＯＥＳにつきまして、店舗

でのサービス・生産性の向上のための更新に着手し、７月全店完了予定で展開を進めております。 

 営業施策につきましては、主力の郊外和食業態「和食さと」では、主力商品となった「さとしゃぶ」のバリュ

ーアップを継続して実施しており、一品料理も食べ放題のプレミアムコースでは、商品点数を60品目から70品目

に増加させました。また、「お客様をお待たせしないことを 大のサービスと捉え、全てのお店で変わりなく、

手軽でおいしくお値打ちのある和食を提供する健康的で、明るく楽しい和食ファミリーレストランを目指す」を

新たなコンセプトとして掲げました。「すし半」におきましても、「お客様にとって、本当にメリットのあるこ

とをやろう！」をスローガンとして掲げ、今後の施策や、業務における方向性を指し示す羅針盤として日々の取

り組みを確認しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高59億95百万円（前年同期比0.1％増）となりました

が、前期に実施した本社及び商品センターの売却による賃借費用、製造のアウトソーシング化に伴う移行費用、

及び本社移転等の契約に伴う一時費用などにより、営業損失38百万円（前年同四半期は営業利益31百万円）、経

常損失68百万円（前年同四半期は経常損失２百万円）、四半期純損失54百万円（前年同四半期は四半期純損失39

百万円）となりました。 

 当社グループは、外食事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績に関する記載を省略しています。

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、180億31百万円（前連結会計年度末比３億５百万円の減少）と

なりました。 

 流動資産は、54億20百万円（前連結会計年度末比４億33百万円の減少）となりました。これは主に、現金及び預

金の減少５億36百万円によるものであります。 

 固定資産は、126億円（前連結会計年度末比１億29百万円の増加）となりました。これは主に、有形固定資産の

その他（純額）の増加２億41百万円などであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、54億61百万円（前連結会計年度末比98百万円の増加）となり

ました。これは主に、未払金の増加２億95百万円、短期借入金の増加３億円、１年内返済予定の長期借入金の減少

１億21百万円、賞与引当金の減少１億84百万円などであります。 

 固定負債は、57億28百万円（前連結会計年度末比３億56百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金

の減少５億30百万円などであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、68億42百万円（前連結会計年度末比46百万円の減少）となりま

した。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の決算短信に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,614,862 4,078,602

売掛金 204,015 197,376

商品及び製品 94,490 54,036

原材料及び貯蔵品 427,183 469,092

繰延税金資産 186,621 248,525

その他 327,113 373,130

流動資産合計 5,854,287 5,420,763

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,758,912 1,709,825

土地 4,811,081 4,811,081

その他（純額） 814,855 1,056,287

有形固定資産合計 7,384,848 7,577,194

無形固定資産 473,734 471,096

投資その他の資産   

投資有価証券 486,356 445,160

長期貸付金 462,089 449,821

差入保証金 2,939,627 2,881,740

繰延税金資産 434,830 427,087

その他 289,846 348,244

投資その他の資産合計 4,612,750 4,552,053

固定資産合計 12,471,334 12,600,345

繰延資産 11,071 10,421

資産合計 18,336,692 18,031,531
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 622,368 571,590

短期借入金 － 300,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,454,496 2,333,296

未払金 1,101,771 1,397,732

未払法人税等 96,748 54,323

賞与引当金 311,536 127,130

店舗閉鎖損失引当金 50,000 50,000

その他 626,164 527,092

流動負債合計 5,363,085 5,461,164

固定負債   

社債 350,000 300,000

長期借入金 4,683,511 4,152,512

再評価に係る繰延税金負債 337,666 337,666

役員退職慰労引当金 31,403 31,403

資産除去債務 230,450 231,238

その他 451,820 675,404

固定負債合計 6,084,850 5,728,224

負債合計 11,447,935 11,189,389

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,592,458 5,592,458

資本剰余金 3,224,180 2,041,277

利益剰余金 △1,214,082 △85,333

自己株式 △192,573 △192,573

株主資本合計 7,409,982 7,355,828

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,393 △39,097

土地再評価差額金 △612,713 △612,713

その他の包括利益累計額合計 △611,319 △651,810

少数株主持分 90,093 138,123

純資産合計 6,888,757 6,842,142

負債純資産合計 18,336,692 18,031,531
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,988,557 5,995,728

売上原価 1,804,592 1,867,900

売上総利益 4,183,965 4,127,827

販売費及び一般管理費 4,152,895 4,166,272

営業利益又は営業損失（△） 31,070 △38,444

営業外収益   

受取利息 2,775 2,676

受取配当金 6,399 4,779

受取家賃 29,117 20,112

雑収入 11,807 9,022

営業外収益合計 50,099 36,590

営業外費用   

支払利息 46,369 36,266

不動産賃貸費用 22,899 15,672

雑損失 14,219 14,245

営業外費用合計 83,487 66,184

経常損失（△） △2,318 △68,038

特別損失   

固定資産除却損 6,864 6,987

店舗閉鎖損失引当金繰入額 1,838 －

特別損失合計 8,703 6,987

税金等調整前四半期純損失（△） △11,021 △75,026

法人税、住民税及び事業税 62,593 32,572

法人税等調整額 △38,183 △53,454

法人税等合計 24,410 △20,882

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,431 △54,144

少数株主利益 3,585 10

四半期純損失（△） △39,016 △54,154
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,431 △54,144

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △299 △40,490

その他の包括利益合計 △299 △40,490

四半期包括利益 △35,730 △94,635

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,315 △94,645

少数株主に係る四半期包括利益 3,585 10
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  該当事項はありません。   

   

   

当社は、平成24年５月14日開催の取締役会にて資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を決議しております。こ

の結果、当第１四半期連結累計期間において資本準備金が1,724,867千円減少し、その他資本剰余金へ同額振替

え、そのうち1,182,903千円を利益剰余金に振替えました。 

  

   

 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。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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