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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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23年3月期第1四半期の数値並びに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 ％

24年3月期第1四半期 5,988 ― 31 ― △2 ― △39 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △35百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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

24年3月期第1四半期 △1.55 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,833 9,622 41.7
23年3月期 21,821 9,649 44.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,524百万円 23年3月期  9,627百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 12,800 ― 460 ― 390 ― 140 ― 5.57
通期 25,600 3.9 950 9.6 800 17.3 260 52.5 10.35



(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。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 25,394,380 株 23年3月期 25,394,380 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 271,640 株 23年3月期 271,640 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 25,122,740 株 23年3月期1Q 25,125,544 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、本年３月11日に発生した東日本大震災による社会インフラ等

への直接的被害のみならず、福島第一原発事故の影響により経済活動が落ち込み、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、震災後の消費活動の自粛ムードの広がりや電力供給不足・放射能汚染の不安、風評な

どにより、個人消費は弱含みで推移するなど、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「最も顧客に信頼される和食レストランの実現」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211店舗です。その内訳は、郊外

和食店196店舗、すし半店13店舗、かつや店２店舗であります。郊外和食業態「和食さと」で21店舗の改装を行い

ました。また、節電、省エネ対策として蛍光灯以外の照明電球のＬＥＤ化を図りました。 

 営業施策では、主力の郊外和食業態「和食さと」では、更なる客層の拡大を目指し、しゃぶしゃぶ食べ放題「さ

としゃぶ」のバリューアップを継続して実施し、「さとしゃぶプレミアムコース2011スペシャル」と銘打ち、お寿

司や一品料理の食べ放題の種類を増加しました。また、この商品の認知度向上のため、販売に合わせテレビＣＭ放

映を実施してまいりました。「すし半」におきましては、旬の素材にこだわった「初夏のかつお料理」フェアー、

「夏のはも料理」の半額フェアーを実施し好評を頂きました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高59億88百万円、営業利益31百万円、経常損失２百万

円、四半期純損失39百万円となりました。 

 なお、平成22年10月１日に「サト・アークランドフードサービス株式会社」を設立したことにより、前第３四半

期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載しておりません。 

 なお、当社個別の当第１四半期累計期間の業績は、売上高59億50百万円（前年同四半期比4.6％増）、営業利益

33百万円（前年同四半期は営業損失１億２百万円）、経常利益０百万円（前年同四半期は経常損失１億36百万

円）、四半期純損失42百万円（前年同四半期は四半期純損失３億56百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、228億33百万円（前連結会計年度末比10億12百万円の増加）と

なりました。 

 流動資産は、49億22百万円（前連結会計年度末比10億36百万円の増加）となりました。これは主に、現金及び預

金８億77百万円の増加によるものであります。 

 固定資産は、178億88百万円（前連結会計年度末比47百万円の減少）となりました。これは主に、差入保証金の

減少47百万円などであります。 

（負債） 

 流動負債は、60億95百万円（前連結会計年度末比４億10百万円の増加）となりました。これは主に、未払金の増

加３億29百万円、短期借入金の増加２億80百万円、１年内償還予定の社債の増加１億80百万円、未払法人税等の減

少３億６百万円などであります。 

 固定負債は、71億16百万円（前連結会計年度末比６億28百万円の増加）となりました。これは主に、社債の増加

７億20百万円などであります。 

（純資産） 

 純資産は、96億22百万円（前連結会計年度末比26百万円の減少）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23年５月13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（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,868,110 3,746,021

売掛金 166,863 159,230

商品及び製品 115,428 120,570

原材料及び貯蔵品 342,224 344,738

繰延税金資産 220,044 260,303

その他 173,207 291,539

流動資産合計 3,885,879 4,922,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,430,472 2,393,942

土地 9,425,318 9,425,318

その他（純額） 777,560 810,989

有形固定資産合計 12,633,350 12,630,250

無形固定資産   

無形固定資産合計 357,490 364,155

投資その他の資産   

投資有価証券 493,303 494,059

長期貸付金 467,873 455,441

差入保証金 3,187,806 3,140,763

繰延税金資産 538,927 535,796

その他 257,119 267,917

投資その他の資産合計 4,945,029 4,893,978

固定資産合計 17,935,870 17,888,384

繰延資産   

繰延資産合計 － 23,059

資産合計 21,821,749 22,833,847
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 511,762 519,874

短期借入金 － 280,000

1年内償還予定の社債 － 180,000

1年内返済予定の長期借入金 2,995,963 2,976,963

未払金 1,003,423 1,333,312

未払法人税等 389,859 83,766

未払消費税等 95,602 122,770

賞与引当金 295,000 125,100

店舗閉鎖損失引当金 50,000 51,838

その他 343,167 421,478

流動負債合計 5,684,779 6,095,104

固定負債   

社債 － 720,000

長期借入金 4,948,507 4,851,308

再評価に係る繰延税金負債 917,768 917,768

役員退職慰労引当金 31,403 31,403

資産除去債務 226,285 227,072

その他 363,773 368,465

固定負債合計 6,487,738 7,116,017

負債合計 12,172,517 13,211,122

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 3,224,180

利益剰余金 894,532 792,709

自己株式 △192,544 △192,544

株主資本合計 9,518,627 9,416,803

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,820 △11,119

土地再評価差額金 119,198 119,198

その他の包括利益累計額合計 108,377 108,078

少数株主持分 22,228 97,843

純資産合計 9,649,232 9,622,725

負債純資産合計 21,821,749 22,833,847

サトレストランシステムズ㈱（8163） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

－5－



（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）

当第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) 

売上高 5,988,557

売上原価 1,804,592

売上総利益 4,183,965

販売費及び一般管理費 4,152,895

営業利益 31,070

営業外収益  

受取利息 2,775

受取配当金 6,399

受取家賃 29,117

雑収入 11,807

営業外収益合計 50,099

営業外費用  

支払利息 46,369

不動産賃貸費用 22,899

雑損失 14,219

営業外費用合計 83,487

経常損失（△） △2,318

特別損失  

固定資産除却損 6,864

店舗閉鎖損失引当金繰入額 1,838

特別損失合計 8,703

税金等調整前四半期純損失（△） △11,021

法人税、住民税及び事業税 62,593

法人税等調整額 △38,183

法人税等合計 24,410

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,431

少数株主利益 3,585

四半期純損失（△） △39,016
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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）

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,431

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △299

その他の包括利益合計 △299

四半期包括利益 △35,730

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,315

少数株主に係る四半期包括利益 3,585
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 該当事項はありません。  

  

 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。  

  

 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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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