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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

21年12月期第3四半期 6,137 ― 667 ― 701 ― 370 ―

20年12月期第3四半期 5,828 10.1 558 △4.4 590 3.6 332 12.7

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

21年12月期第3四半期 15,731.25 ―

20年12月期第3四半期 13,984.81 ―

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

21年12月期第3四半期 4,237 3,146 74.3 133,731.46
20年12月期 4,072 2,823 69.3 120,006.59

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,146百万円 20年12月期  2,823百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

20年12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

2,000.00 2,000.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 8,500 6.3 845 3.4 880 2.8 438 5.1 18,637.66
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4.  その他 

(1) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年12月期第3四半期 24,580株 20年12月期  24,580株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,050株 20年12月期  1,050株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 23,530株 20年12月期第3四半期 23,745株

※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、
実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国経済の信用収縮、景気低迷の中、在庫調整の進展と景気対策に

よる需要の回復を受けて、一部製造業で改善の兆しが出ているものの、設備・雇用の過剰感は高止まりしており、先

行き不透明なまま推移いたしました。 

 外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりによる消費低迷に加え、新型インフルエンザ

に対する警戒心から外出を控えるなど、厳しい経営環境が継続しております。 

 このような環境下、当社におきましては、引続き既存店売上高の向上を主眼に、サービスレベルの強化と効果的な

販促活動、デリバリー及びモーニング営業の拡大による利便性の向上などにより顧客満足度の向上に努めてまいりま

した。出退店につきましては、かつや直営店５店舗を新規に出店し、２店舗をＦＣ店より営業を譲り受けました。か

つやＦＣ店につきましては、高速道路のサービスエリア内での初出店となります「かつや高坂サービスエリア店」を

新規に出店いたしました。その他直営店につきましては、新業態のてんぷら専門店「天丼屋」を１店舗出店いたしま

した。一方、業態の選択と集中を推進し、４店舗の閉店と１店舗の統合を行いました。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66店舗、かつやＦＣ店78店舗、その他直営店11店舗となりました。 

 また、当第３四半期中に閉店が決定された店舗の閉店に伴い発生が見込まれる費用を店舗閉鎖損失として計上いた

しました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は6,137百万円、営業利益は667百万円、経常利益は701百万

円、四半期純利益は370百万円となりました。 

  

  

(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、4,237百万円となり、前事業年度末比165百万円の増加となりまし

た。これは主に、現金及び預金が148百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、1,091百万円となり、前事業年度末比157百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が66百万

円、未払法人税等が99百万円減少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322百万円の増加となり、自己資本比率は74.3％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、412百万円となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益635百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費124百万円等があったも

のの、法人税等を326百万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、236百万円となりました。  

 これは主に、有形固定資産の取得による支出131百万円及び敷金・保証金の支払141百万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、27百万円となりました。  

 これは主に、預り保証金の受入による収入25百万円があったものの、配当金の支払47百万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第３四半期末残高は、前事業年度末に比較して148百万円増加し1,016百万

円となりました。 

  

  

 当期の業績予想につきましては、計画値に対し、売上高がやや下回り、利益はやや上回っておりますが、今後の出

店等を踏まえ、平成21年２月10日に公表いたしました「平成20年12月期 決算短信（非連結）」に記載の業績予想に

変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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っておりましたが、第１四半

期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、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）により算定しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であ

ります。 

  

４．その他

(1)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

(2)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
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５．四半期財務諸表 
(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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,016,517 868,055

売掛金 377,152 286,134

商品 40,291 66,820

原材料 18,210 24,517

その他 182,282 232,039

貸倒引当金 △1,300 △1,600

流動資産合計 1,633,154 1,475,967

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 947,675 960,286

その他（純額） 200,023 211,539

有形固定資産合計 1,147,698 1,171,826

無形固定資産 5,807 10,804

投資その他の資産   

敷金及び保証金 914,168 890,839

建設協力金 432,358 411,850

その他 104,585 111,421

投資その他の資産合計 1,451,112 1,414,111

固定資産合計 2,604,618 2,596,742

資産合計 4,237,773 4,072,710

負債の部   

流動負債   

買掛金 304,283 370,325

未払法人税等 74,277 173,935

賞与引当金 20,425 －

その他 375,228 392,947

流動負債合計 774,214 937,208

固定負債   

受入保証金 305,867 297,831

その他 10,990 13,915

固定負債合計 316,857 311,746

負債合計 1,091,072 1,248,955
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20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 2,360,718 2,037,622

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 3,146,851 2,823,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △150 －

評価・換算差額等合計 △150 －

純資産合計 3,146,701 2,823,755

負債純資産合計 4,237,773 4,072,710

アークランドサービス㈱（3085）平成21年12月期　第３四半期決算短信（非連結）

- 6 -



(2)四半期損益計算書 
(第３四半期累計期間) 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,137,338

売上原価 2,568,112

売上総利益 3,569,226

販売費及び一般管理費 2,901,642

営業利益 667,583

営業外収益  

受取利息 5,456

協賛金収入 19,977

その他 9,803

営業外収益合計 35,237

営業外費用  

現金過不足 1,246

その他 8

営業外費用合計 1,255

経常利益 701,566

特別利益  

店舗等解約補償金 6,590

固定資産受贈益 5,707

その他 300

特別利益合計 12,598

特別損失  

固定資産除却損 13,975

店舗閉鎖損失 64,962

その他 134

特別損失合計 79,072

税引前四半期純利益 635,092

法人税、住民税及び事業税 227,441

法人税等調整額 37,494

法人税等合計 264,936

四半期純利益 370,156
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 635,092

減価償却費 124,691

固定資産除却損 13,975

店舗閉鎖損失 64,962

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,425

受取利息 △5,456

売上債権の増減額（△は増加） △91,017

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,909

その他の資産の増減額（△は増加） 64,981

仕入債務の増減額（△は減少） △66,041

その他の負債の増減額（△は減少） △43,215

その他 △12,464

小計 738,841

利息の受取額 41

法人税等の支払額 △326,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,813

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 △131,437

敷金及び保証金の差入による支出 △141,722

その他 36,348

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,811

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 25,400

預り保証金の返還による支出 △5,879

配当金の支払額 △47,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,462

現金及び現金同等物の期首残高 868,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,016,517
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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)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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,828,377

Ⅱ 売上原価  2,502,456

売上総利益  3,325,920

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,767,509

営業利益  558,411

Ⅳ 営業外収益  32,926

Ⅴ 営業外費用  1,303

経常利益  590,034

Ⅵ 特別利益  4,849

Ⅶ 特別損失  24,122

税引前四半期純利益  570,761

税金費用  238,692

四半期純利益  332,069
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前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  570,761

減価償却費  124,584

固定資産除却損  13,329

店舗閉鎖損失  186

減損損失  6,605

売上債権の減少額  28,040

たな卸資産の減少額  5,858

その他資産の減少額  34,738

仕入債務の減少額 △16,911

その他債務の減少額 △33,854

その他  10,189

小計  743,531

法人税等の支払額 △353,669

その他  28

営業活動によるキャッシュ・フロー  389,889

Ⅱ 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 △308,248

敷金・保証金の支払による支出 △166,635

その他  14,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △460,844

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出 △78,750

配当金の支払額 △49,160

その他  4,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,410

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △194,364

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  799,804

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  605,439
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