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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成24年9月1日付で普通株式1株につき、3株の割合をもって株式分割を行っております。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株当たり四半期純利益」を算出しております。 

(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12月期第1四半期 3,410 11.1 510 △1.3 527 △3.0 319 3.6
24年12月期第1四半期 3,069 ― 517 ― 543 ― 308 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 319百万円 （3.6％） 24年12月期第1四半期 308百万円 （―％）

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12月期第1四半期 45.32 ―

24年12月期第1四半期 43.74 ―

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

25年12月期第1四半期 7,802 5,782 74.1 819.18
24年12月期 8,018 5,623 70.1 796.62

（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  5,782百万円 24年12月期  5,623百万円

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12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年12月期 ―

25年12月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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) 6,800 10.7 1,000 2.6 1,020 0.7 590 1.3 83.58
通期 14,500 13.3 2,180 11.1 2,200 9.2 1,200 7.9 170.00



(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 

（注）詳細は、添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

平成24年9月1日付で普通株式1株につき、3株の割合をもって株式分割を行っております。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
発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
2.平成24年9月1日付をもって、普通株式1株につき3株の割合で株式分割をしております。 

※  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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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12月期1Q 7,374,000 株 24年12月期 7,374,000 株

② 期末自己株式数 25年12月期1Q 315,143 株 24年12月期 315,143 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 7,058,857 株 24年12月期1Q 7,058,886 株



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 2

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… 7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… 7

アークランドサービス㈱（3085）平成25年12月期 第１四半期決算短信

- 1 -



（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、新政権の成長戦略「３本の矢」を基軸とした大胆な経済・金

融政策への期待感から円安株高が進み、景気回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、長期化している個

人消費の低迷や持続する厳しい雇用情勢など、実体経済はいまだ回復途上にあり、依然として先行き不透明な状況

で推移いたしました。

外食業界におきましては、市場規模に拡大が見られない中、消費者の低価格志向や中食傾向、さらには食材価格

の上昇など、大変厳しい経営環境となりました。

このような環境の中で、当社グループは、「かつや」の平均月商の引き上げへの施策の実施と、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２回のフェアメニューの投入と３回のキャンペーンを実施した結

果、１～３月の既存店売上高前年比は、前年の閏年の影響もあり、直営店において99.8％と前年を下回りました

が、ＦＣ店においては100.0％と堅調に推移いたしました。また、既存店３店舗の「かつ弁併設型」への大規模改

装を実施いたしました。

出退店につきましては、「かつや」を直営店２店舗（ＦＣ店からの営業譲渡１店舗含む）、ＦＣ店５店舗出店し

たことにより、直営店２店舗の閉店はありましたが、「かつや」の当第１四半期末の店舗数は純増５店舗の214店

舗となりました。その他の業態につきましては、「チェントペルチェント」と「新橋岡むら屋」を各１店舗出店し

たことにより、当第１四半期末の店舗数は12店舗となりました。

なお、当第１四半期連結累計期間より、関連会社のサト・アークランドフードサービス株式会社を持分法適用会

社といたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,410百万円（前期比11.1％増）、営業利益510百万円

（前期比1.3％減）、経常利益527百万円（前期比3.0％減）、四半期純利益319百万円（前期比3.6％増）となりま

した。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、7,802百万円となり、前連結会計年度末比215百万円の減少とな

りました。

これは主に、現金及び預金の減少により流動資産が293百万円減少したことによるものであります。

負債は、2,020百万円となり、前連結会計年度末比374百万円の減少となりました。

これは主に、未払法人税等の減少により流動負債が388百万円減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末比159百万円増加の5,782百万円となり、自己資本比率は74.1％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25年２月７日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,607,328 3,385,204

売掛金 476,107 459,904

商品 89,522 104,219

原材料及び貯蔵品 36,852 23,215

その他 318,021 261,820

貸倒引当金 △2,400 △2,300

流動資産合計 4,525,432 4,232,064

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,446,534 1,545,912

その他（純額） 160,466 163,993

有形固定資産合計 1,607,001 1,709,906

無形固定資産 6,045 5,614

投資その他の資産

敷金及び保証金 974,302 961,059

建設協力金 559,186 570,860

その他 346,084 323,285

投資その他の資産合計 1,879,574 1,855,205

固定資産合計 3,492,621 3,570,726

資産合計 8,018,054 7,802,791

負債の部

流動負債

買掛金 627,948 591,137

未払法人税等 563,147 182,247

賞与引当金 － 19,825

その他 623,705 633,319

流動負債合計 1,814,801 1,426,529

固定負債

受入保証金 399,600 406,204

資産除去債務 180,114 187,395

その他 296 193

固定負債合計 580,011 593,793

負債合計 2,394,813 2,020,323
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３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 4,837,207 4,996,357

自己株式 △78,870 △78,870

株主資本合計 5,623,219 5,782,369

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 20 98

その他の包括利益累計額合計 20 98

純資産合計 5,623,240 5,782,468

負債純資産合計 8,018,054 7,802,791
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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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 3,069,575 3,410,607

売上原価 1,240,883 1,437,456

売上総利益 1,828,692 1,973,150

販売費及び一般管理費 1,311,229 1,462,590

営業利益 517,462 510,560

営業外収益

受取利息 2,384 3,484

協賛金収入 21,325 9,574

雑収入 2,769 4,316

営業外収益合計 26,480 17,375

営業外費用

雑損失 373 497

営業外費用合計 373 497

経常利益 543,569 527,439

特別利益

固定資産受贈益 － 5,130

特別利益合計 － 5,130

特別損失

固定資産除却損 6,458 7,604

店舗閉鎖損失 8,243 424

その他 6 －

特別損失合計 14,708 8,028

税金等調整前四半期純利益 528,860 524,540

法人税、住民税及び事業税 222,080 175,661

法人税等調整額 △2,003 28,973

法人税等合計 220,076 204,635

少数株主損益調整前四半期純利益 308,784 319,905

四半期純利益 308,784 319,905
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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24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 308,784 319,905

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 － 77

その他の包括利益合計 39 77

四半期包括利益 308,823 319,983

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 308,823 319,983

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

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
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