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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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２四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2四半期 12,719 0.6 331 △33.9 267 △35.3 142 △9.6
24年3月期第2四半期 12,638 ― 501 ― 412 ― 157 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 102百万円 （△20.7％） 24年3月期第2四半期 129百万円 （―％）

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2四半期 5.65 ―
24年3月期第2四半期 6.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 18,309 7,039 37.7
24年3月期 18,336 6,888 37.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,898百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 25,700 1.3 600 △36.0 450 △43.6 220 ― 8.76



(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
四半期連結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2Q 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2Q 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2Q 25,122,690 株 24年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復が世界景気の減速等を背景として足踏み状況

となっており、先行き不透明な状況で推移しました。 

 外食産業におきましても、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、ファストカジュアル業態の実験として「天丼・天ぷら本舗さん天」を８月に開店し

ました。また、郊外和食業態「和食さと」で１店舗の新規出店、「かつや店」１店舗を出店し、当社グループの

当第２四半期連結会計期間末の店舗数は216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、さん天店１店舗、かつや店６店舗であります。また、店舗でのサービス・生産性の向上のためのＰＯＳ・Ｏ

ＥＳの更新につきましては全店で展開を完了いたしました。 

 一方で、当社と統一超商香港控股有限公司の合弁会社「統一上都（上海）餐飲管理有限公司」（当社出資比率

19％）の董事会において、店舗の閉鎖及び会社の清算についての決議がなされたことにより、出資金について減

損処理を実施し、特別損失に出資金評価損17百万円を計上しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高127億19百万円（前年同期比0.6％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、営業利益３億31百万円（前年同期比33.9％減）、経常利益２

億67百万円（前年同期比35.3％減）、四半期純利益１億42百万円（前年同期比9.6%減）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 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、183億９百万円（前連結会計年度末比27百万円の減少）とな

りました。 

（資産）  

 流動資産は、55億69百万円（前連結会計年度末比２億84百万円の減少）となりました。これは主に、現金及び

預金の減少63百万円、商品及び製品の減少58百万円などであります。 

 固定資産は、127億30百万円（前連結会計年度末比２億58百万円の増加）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４億31百万円などであります。 

（負債） 

 流動負債は、51億21百万円（前連結会計年度末比２億41百万円の減少）となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金の減少56百万円、未払金の減少77百万円、賞与引当金の減少60百万円などであります。 

 固定負債は、61億48百万円（前連結会計年度末比63百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の

減少２億57百万円、固定負債のその他の増加３億67百万円などであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、70億39百万円（前連結会計年度末比１億50百万円の増加）と

なりました。   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ15億44百

万円増加し、45億51百万円となりました。 

 当第２四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） 

 営業活動の結果得られた資金は、５億98百万円（前年同期は同３億31百万円）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益２億32百万円、減価償却費３億68百万円などであります。 

（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、３億69百万円（前年同期は同２億51百万円）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２億31百万円、無形固定資産の取得による支出１億72百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、２億91百万円（前年同期は75百万円の獲得）となりました。これは主に、長

期借入金の純減３億10百万円などであります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の決算短信発表時に公表いたしました数値

から修正しております。 

 なお、詳細につきましては、平成24年11月２日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。  

  

   

（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,614,862 4,551,792

売掛金 204,015 214,534

商品及び製品 94,490 36,025

原材料及び貯蔵品 427,183 389,572

繰延税金資産 186,621 173,858

その他 327,113 203,851

流動資産合計 5,854,287 5,569,635

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,758,912 1,715,157

土地 4,811,081 4,811,081

その他（純額） 814,855 1,246,087

有形固定資産合計 7,384,848 7,772,327

無形固定資産 473,734 448,538

投資その他の資産   

投資有価証券 486,356 443,517

長期貸付金 462,089 499,927

差入保証金 2,939,627 2,873,133

繰延税金資産 434,830 425,986

その他 289,846 266,783

投資その他の資産合計 4,612,750 4,509,348

固定資産合計 12,471,334 12,730,214

繰延資産 11,071 9,765

資産合計 18,336,692 18,309,615

サトレストランシステムズ㈱　(8163)　平成25年３月期第２四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 622,368 589,930

短期借入金 － 75,000

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 2,398,429

未払金 1,101,771 1,023,801

未払法人税等 96,748 105,688

賞与引当金 311,536 251,535

店舗閉鎖損失引当金 50,000 50,000

その他 626,164 527,459

流動負債合計 5,363,085 5,121,844

固定負債   

社債 350,000 300,000

長期借入金 4,683,511 4,425,681

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 230,450 234,131

その他 451,820 819,718

固定負債合計 6,084,850 6,148,600

負債合計 11,447,935 11,270,445

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 △1,214,082 110,841

自己株式 △192,573 △192,573

株主資本合計 7,409,982 7,552,003

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 △40,740

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 △653,453

少数株主持分 90,093 140,620

純資産合計 6,888,757 7,039,170

負債純資産合計 18,336,692 18,309,615
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,638,481 12,719,646

売上原価 3,772,760 3,943,424

売上総利益 8,865,721 8,776,221

販売費及び一般管理費 8,364,452 8,445,116

営業利益 501,269 331,104

営業外収益   

受取利息 5,608 5,516

受取配当金 7,749 6,129

受取家賃 54,405 40,324

雑収入 18,717 18,703

営業外収益合計 86,480 70,673

営業外費用   

支払利息 92,772 76,222

不動産賃貸費用 44,357 31,270

雑損失 37,651 27,151

営業外費用合計 174,782 134,644

経常利益 412,967 267,134

特別損失   

固定資産除却損 16,445 8,933

出資金評価損 － 17,859

賃貸借契約解約損 － 1,793

減損損失 11,455 1,588

事業構造改善費用 － 4,582

特別損失合計 27,901 34,758

税金等調整前四半期純利益 385,066 232,376

法人税、住民税及び事業税 186,463 65,536

法人税等調整額 38,513 22,312

法人税等合計 224,976 87,849

少数株主損益調整前四半期純利益 160,089 144,527

少数株主利益 2,991 2,506

四半期純利益 157,098 142,020
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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 160,089 144,527

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,892 △42,133

その他の包括利益合計 △30,892 △42,133

四半期包括利益 129,197 102,393

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 126,205 99,886

少数株主に係る四半期包括利益 2,991 2,506
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 385,066 232,376

減価償却費 374,705 368,371

減損損失 11,455 1,588

事業構造改善費用 － 4,582

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,800 △60,000

受取利息及び受取配当金 △13,357 △11,645

支払利息 92,772 76,222

出資金評価損 － 17,859

有形固定資産除却損 16,445 8,933

賃貸借契約解約損 － 1,793

売上債権の増減額（△は増加） △13,793 △10,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,243 96,075

仕入債務の増減額（△は減少） 10,393 △32,438

未払金の増減額（△は減少） △56,301 △82,245

その他 24,566 28,075

小計 762,910 639,031

利息及び配当金の受取額 7,803 6,190

利息の支払額 △92,470 △75,750

法人税等の還付額 － 105,396

法人税等の支払額 △346,704 △76,450

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,539 598,418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

出資金の払込による支出 △22,420 －

有形固定資産の取得による支出 △268,462 △231,845

無形固定資産の取得による支出 △64,896 △172,592

差入保証金の差入による支出 △47 △38,540

差入保証金の回収による収入 123,164 119,034

建設協力金の支払による支出 △21,000 △59,925

建設協力金の回収による収入 32,782 33,261

その他 △30,524 △18,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,403 △369,577

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） 112,000 75,000

長期借入れによる収入 650,000 1,139,008

長期借入金の返済による支出 △1,554,898 △1,449,644

社債の発行による収入 876,927 －

社債の償還による支出 － △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,189 △54,282

配当金の支払額 △62,806 －

少数株主からの払込みによる収入 72,030 48,020

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,063 △291,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,563 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,636 △63,069

現金及び現金同等物の期首残高 2,868,110 4,614,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,007,746 4,551,792
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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２四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。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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