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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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 ％

22年12月期第1四半期 2,227 10.0 295 26.2 322 26.1 187 27.3
21年12月期第1四半期 2,025 ― 234 ― 255 ― 147 ―

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

22年12月期第1四半期 7,963.77 ―

21年12月期第1四半期 6,254.13 ―

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

22年12月期第1四半期 4,583 3,394 74.1 144,256.23
21年12月期 4,628 3,277 70.8 139,287.90

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,394百万円 21年12月期  3,277百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

4,200 3.8 450 3.4 475 2.4 250 2.8 10,624.73

通期 9,000 7.6 970 4.9 1,000 3.7 510 1.8 21,674.46
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 24,580株 21年12月期  24,580株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  1,050株 21年12月期  1,050株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 23,530株 21年12月期第1四半期 23,530株

※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。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国などの新興国への輸出の増加や、景気対策の効果から一部の業

種で持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状況で推移

いたしました。  

 外食業界におきましては、個人消費の低迷を背景に大手チェーンによる価格競争が繰り返されるなど、デフレ傾向

が加速し、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、引続き客数拡大を最重要課題に掲げ、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、かつや直営店は出店はなく、かつやＦＣ店につきましては１店舗を新規に出店いた

しました。その他直営店につきましては、てんぷら専門店「天丼あきば」を１店舗、「鯛焼き処武蔵家」を４店舗出

店いたしました。一方、ホームセンター内に出店しておりました「チェントペルチェント名取店」とフードコート内

店舗３店舗（岩船漁港名取店、釜くら名取店、カントリーボーイ名取店）の計４店舗を１月に、「ベーカリーショッ

プ神戸屋」を３月に閉店いたしました。その結果、当第１四半期末における店舗数は、かつや直営店68店舗、かつや

ＦＣ店80店舗、その他直営店18店舗となりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,227百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益は295百万円

（同26.2％増）、経常利益は322百万円（同26.1％増）、四半期純利益は187百万円（同27.3％増）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期における総資産は、4,583百万円となり、前事業年度末比45百万円の減少となりました。これは主

に、売掛金や商品等の減少により流動資産が35百万円減少したことと、固定資産が９百万円減少したことによる

ものであります。 

 負債は、1,189百万円となり、前事業年度末比161百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が56百万

円、未払法人税等が24百万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116百万円の増加となり、自己資本比率は74.1％となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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、199百万円（前年同期比32.2％増）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益318百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費41百万円等があったもの

の、法人税等を151百万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、138百万円（前年同期比141.2％増）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136百万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、63百万円（前年同期比64.2％増）となりました。  

 これは主に、預り保証金の受入による収入９百万円があったものの、配当金の支払70百万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１四半期末残高は、前事業年度末に比較して２百万円減少し1,484百万円

となりました。 

  

 当期の業績予想につきましては、平成22年２月８日に公表いたしました「平成21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。 

  

該当事項はありません。 

  

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１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,484,997 1,487,255

売掛金 242,917 268,752

商品 42,514 68,197

原材料及び貯蔵品 15,976 26,413

その他 206,763 178,225

貸倒引当金 △1,400 △1,500

流動資産合計 1,991,769 2,027,343

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 943,636 983,193

その他（純額） 208,613 217,275

有形固定資産合計 1,152,250 1,200,469

無形固定資産 5,660 6,278

投資その他の資産   

敷金及び保証金 876,050 844,081

建設協力金 440,796 439,486

その他 117,068 111,024

投資その他の資産合計 1,433,915 1,394,592

固定資産合計 2,591,826 2,601,339

資産合計 4,583,596 4,628,683

負債の部   

流動負債   

買掛金 346,043 402,766

未払法人税等 139,336 164,009

賞与引当金 19,805 －

その他 390,496 491,755

流動負債合計 895,681 1,058,532

固定負債   

受入保証金 286,587 282,627

その他 6,977 10,078

固定負債合計 293,565 292,706

負債合計 1,189,247 1,351,238
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 2,608,248 2,491,451

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 3,394,381 3,277,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 △139

評価・換算差額等合計 △32 △139

純資産合計 3,394,349 3,277,444

負債純資産合計 4,583,596 4,628,683
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(2)四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,025,862 2,227,907

売上原価 859,249 887,077

売上総利益 1,166,613 1,340,830

販売費及び一般管理費 932,252 1,044,976

営業利益 234,361 295,853

営業外収益   

受取利息 1,768 2,604

協賛金収入 15,535 18,628

雑収入 4,322 6,432

営業外収益合計 21,625 27,665

営業外費用   

雑損失 598 1,383

営業外費用合計 598 1,383

経常利益 255,388 322,135

特別利益   

店舗等解約補償金 3,134 2,115

その他 190 100

特別利益合計 3,324 2,215

特別損失   

固定資産除却損 3,234 4,486

店舗閉鎖損失 4,023 974

その他 － 34

特別損失合計 7,258 5,495

税引前四半期純利益 251,454 318,856

法人税、住民税及び事業税 95,929 134,405

法人税等調整額 8,366 △2,937

法人税等合計 104,295 131,468

四半期純利益 147,159 187,387
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(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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 251,454 318,856

減価償却費 39,626 41,439

固定資産除却損 3,234 4,486

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,877 19,805

受取利息 △1,768 △2,604

売上債権の増減額（△は増加） 46,550 25,834

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,886 36,118

その他の資産の増減額（△は増加） 25,296 △13,830

仕入債務の増減額（△は減少） △59,644 △56,722

その他の負債の増減額（△は減少） △37,557 △21,670

その他 699 △1,207

小計 320,655 350,506

利息の受取額 18 600

法人税等の支払額 △169,836 △151,646

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,837 199,459

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 △22,456 △136,807

有形固定資産の売却による収入 － 50,545

貸付けによる支出 － △500,000

貸付金の回収による収入 － 500,000

敷金及び保証金の差入による支出 △36,316 △51,247

その他 1,350 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,421 △138,508

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 9,000 9,000

預り保証金の返還による支出 △438 △1,618

配当金の支払額 △47,060 △70,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,498 △63,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,917 △2,258

現金及び現金同等物の期首残高 868,055 1,487,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 922,972 1,484,997

- 8 -

アークランドサービス㈱（3085）平成22年12月期 第１四半期決算短信（非連結）



 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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