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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日） 

（注）平成23年12月期第4四半期より連結決算を行っているため、平成23年12月期第2四半期の数値及び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12月期第2四半期 6,144 ― 974 ― 1,012 ― 582 ―

23年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 582百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 ―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12月期第2四半期 247.64 ―

23年12月期第2四半期 ― ―

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

24年12月期第2四半期 7,170 5,094 71.0 2,165.03
23年12月期 6,495 4,629 71.3 1,967.39

（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  5,094百万円 23年12月期  4,629百万円

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  

平成24年７月23日開催の取締役会において、平成24年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割することを決議しております。平
成24年12月期（予想）の１株当たり配当金については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。 

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12月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
24年12月期 ― 0.00

24年12月期（予想） ― 20.00 20.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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  ：  無  
平成24年７月23日開催の取締役会において、平成24年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割することを決議しております。平
成24年12月期の業績予想の１株当たり当期純利益については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。 

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 12,300 12.5 1,770 19.4 1,800 17.2 1,000 24.5 141.67



(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）  ：  有  

（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」をご覧ください。 

(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、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。なお、予想に関する事項は添付資料P.2をご参照ください。 
2.平成24年7月23日開催の取締役会において、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することを決議しております。 
3.当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定で
す。 
 ・平成24年8月9日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

※  注記事項

新規 1社 （社名） ARCLAND SERVICE (H.K.) CO.,LIMITE
D

、 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12月期2Q 2,458,000 株 23年12月期 2,458,000 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 105,038 株 23年12月期 105,038 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 2,352,962 株 23年12月期2Q 2,353,000 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、東日本大震災からの復興需要などを背景に緩やかな回復傾向

にあるものの、長引く円高や欧州債務危機による海外経済の低迷など、依然として不透明な状況で推移しておりま

す。  

 外食業界におきましては、消費者の節約志向の継続や原料相場の高騰による食材価格の上昇など、引き続き厳し

い経営環境となっております。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、既存店売上高向上への施策の実施と、出店エリアの拡大、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６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、１～６月の既存店売上高前年比は、直営店101.1％、ＦＣ店104.2％と好調に推移いたしました。 

 出退店につきましては、「かつや」を直営店４店舗、ＦＣ店16店舗の計20店舗出店したことにより、直営・ＦＣ

各１店舗の閉店はありましたが、「かつや」の当第２四半期末における店舗数は、純増18店舗の195店舗となりま

した。その他の業態につきましては、「鯛焼き処武蔵家」など３店舗を閉店したことにより、当第２四半期末の店

舗数は13店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高6,144百万円、営業利益974百万円、経常利益1,012百

万円、四半期純利益582百万円となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①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、7,170百万円となり、前連結会計年度末比675百万円の増加とな

りました。 

 これは主に、現金及び預金等の増加により流動資産が537百万円増加、建設協力金等の増加により固定資産が137

百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、2,076百万円となり、前連結会計年度末比210百万円の増加となりました。 

 これは主に、未払法人税等の増加により流動負債が118百万円増加、受入保証金等の増加により固定負債が92百

万円増加したことによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末比465百万円増加の5,094百万円となり、自己資本比率は71.0％となりました。 

   

  ②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、848百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益1,012百万円、現金支出を伴わない減価償却費108百万円があったもの

の、法人税等の支払額298百万円等によるものであります。 

（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、353百万円となりました。  

 これは主に、有形固定資産の取得による支出163百万円、関係会社株式の取得による支出102百万円、敷金及び保

証金の差入による支出102百万円等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、23百万円となりました。 

 これは主に、預り保証金の受入による収入95百万円があったものの、配当金の支払額117百万円等によるもので

あります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、3,065百万円となりました。 

  

（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24年７月23日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお

知らせ」に記載の業績予想に変更ありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当第２四半期連結累計期間において、ARCLAND SERVICE(H.K.)CO.,LIMITEDを新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。  

  

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23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,594,920 3,065,649

売掛金 359,636 350,096

商品 81,021 68,955

原材料及び貯蔵品 32,016 22,440

その他 233,197 331,229

貸倒引当金 △1,900 △1,800

流動資産合計 3,298,892 3,836,570

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,378,987 1,370,199

その他（純額） 154,423 151,776

有形固定資産合計 1,533,411 1,521,975

無形固定資産 5,279 6,298

投資その他の資産   

敷金及び保証金 968,787 972,331

建設協力金 442,605 493,387

その他 246,262 339,814

投資その他の資産合計 1,657,654 1,805,533

固定資産合計 3,196,345 3,333,807

資産合計 6,495,238 7,170,378

負債の部   

流動負債   

買掛金 516,674 460,515

未払法人税等 310,824 450,082

賞与引当金 － 37,286

その他 549,555 547,217

流動負債合計 1,377,053 1,495,101

固定負債   

受入保証金 322,778 412,987

資産除去債務 165,020 167,185

その他 1,194 872

固定負債合計 488,992 581,045

負債合計 1,866,045 2,076,146
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30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 3,843,180 4,308,226

自己株式 △78,831 △78,831

株主資本合計 4,629,231 5,094,277

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △39 －

為替換算調整勘定 － △46

その他の包括利益累計額合計 △39 △46

純資産合計 4,629,192 5,094,231

負債純資産合計 6,495,238 7,170,378
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,144,046

売上原価 2,515,404

売上総利益 3,628,642

販売費及び一般管理費 2,653,782

営業利益 974,860

営業外収益  

受取利息 5,331

協賛金収入 24,897

雑収入 9,450

営業外収益合計 39,679

営業外費用  

雑損失 1,815

営業外費用合計 1,815

経常利益 1,012,724

特別利益  

受取和解金 54,491

特別利益合計 54,491

特別損失  

固定資産除却損 25,686

店舗閉鎖損失 11,569

減損損失 17,815

その他 6

特別損失合計 55,077

税金等調整前四半期純利益 1,012,137

法人税、住民税及び事業税 436,384

法人税等調整額 △6,940

法人税等合計 429,443

少数株主損益調整前四半期純利益 582,694

四半期純利益 582,694
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 582,694

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 △46

その他の包括利益合計 △6

四半期包括利益 582,687

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 582,687

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 1,012,137

減価償却費 108,864

固定資産除却損 25,686

店舗閉鎖損失 11,569

減損損失 17,815

受取和解金 △54,491

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,286

受取利息 △5,331

売上債権の増減額（△は増加） 9,539

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,642

その他の資産の増減額（△は増加） 21,105

仕入債務の増減額（△は減少） △56,159

その他の負債の増減額（△は減少） △4,495

その他 △93

小計 1,145,076

利息の受取額 1,464

法人税等の支払額 △298,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 848,530

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 △163,564

関係会社株式の取得による支出 △102,018

関係会社預け金の預入による支出 △2,000,000

関係会社預け金の払戻による収入 2,000,000

敷金及び保証金の差入による支出 △102,495

敷金及び保証金の回収による収入 14,076

その他 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △353,940

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 95,533

預り保証金の返還による支出 △1,700

配当金の支払額 △117,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,814

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 470,728

現金及び現金同等物の期首残高 2,594,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,065,649
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  該当事項はありません。 

    

  該当事項はありません。   

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日） 

（株式分割） 

当社は、平成24年７月23日開催の取締役会において、株式分割することを決議いたしました。 

１．株式分割の目的 

   当社株式の投資単位当たりの金額の引き下げにより、当社株式により一層投資しやすい環境を整えること

で、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

２．株式分割の方法 

   平成24年８月31日（金曜日）を基準日として、同日 終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有

する普通株式を、１株につき３株の割合をもって分割いたします。 

３．株式分割により増加する株式数 

   株式分割前の発行済株式総数     2,458,000株 

   今回の分割により増加する株式数   4,916,000株 

   株式分割後の発行済株式総数     7,374,000株 

   株式分割前の発行可能株式数     8,200,000株 

   株式分割後の発行可能株式数     24,600,000株 

４．株式分割の時期 

   効力発生日     平成24年９月１日（土曜日） 

５．１株当たり情報に及ぼす影響 

   当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおり

となります。なお、当社は平成23年12月期第４四半期より連結決算を行っているため、平成23年12月期第２

四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額については記載しておりません。 

  

（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

（６）重要な後発事象

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 82.55円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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