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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,949 △18.3 △110 ― △80 ― △202 ―
23年3月期第2四半期 3,608 △12.2 △27 ― △17 ― △217 ―

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2四半期 △8.65 ―
23年3月期第2四半期 △9.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,491 1,611 35.9
23年3月期 4,770 1,814 38.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,611百万円 23年3月期  1,814百万円

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  
現時点での平成24年３月期の配当予想については未定であります。 

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

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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   

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 5,722 △18.5 △130 ― △71 ― △304 ― △12.98



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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2Q 23,605,396 株 23年3月期 23,605,396 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 181,366 株 23年3月期 181,365 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,424,031 株 23年3月期2Q 22,480,657 株

※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 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半
期決算短信（添付資料）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．配当予想額につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で速やかに開示するものと
いたします。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国やギリシャの債務問題を背景に円高が急速に進行

するなど、新興国を含む、世界経済全体の先行き不透明感の高まりなどから、企業業績の下振れ懸念と

国内株式の低迷、また東日本大震災及び福島原発事故の社会的インフラへの影響だけに留まらず、風評

被害などによる消費低迷など、先行きは不透明な状況となっております。 

当業界におきましても、雇用情勢の悪化懸念等により、消費者の節約・低価格指向が依然として強く

なっているところに、電力供給不足懸念に伴う産業界の休日変更、ユッケ食品事故の発生や福島原発事

故に伴うセシウム汚染稲わら給餌牛による焼肉業界への消費者の不信感などから、経営環境は厳しい状

況が続いております。 

こうした経営環境の下、当社といたしましては、売上高の増大のために販売促進活動の強化を図ると

ともに、安心・安全な商品を提供できる体制を強化し、安全性の確認された食材の確保や、細菌検査強

化などの衛生管理を徹底してまいりました。販売促進活動については、来店動機を高めることを目的と

した「10品半額キャンペーン」を2週間実施した効果を含め、9月度の主力焼肉業態の既存店売上高前年

同月比は、前月度と比較して11.9%増加し86.5%まで回復しており、復調の兆しを見せております。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,949百万円（前年同期比18.3%減）、営業損失

110百万円（前年同期は営業損失27百万円）、経常損失80百万円（前年同期は経常損失17百万円）、四

半期純損失202百万円（前年同期は四半期純損失217百万円）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における資産残高は、前事業年度末に比べ279百万円減少し、4,491百万円と

なりました。主な要因は、不採算店舗の閉店意思決定及び遊休不動産の処分に伴う固定資産の減少によ

るものであります。負債につきましては、前事業年度末に比べ76百万円減少し、2,879百万円となりま

した。主な要因は、有利子負債、未払法人税等の減少及び転貸契約の中途解約に伴う預り保証金の減少

によるものであります。純資産につきましては、四半期純損失の計上等により1,611百万円となり、前

事業年度末に比べ202百万円の減少となりました。 

  

平成23年５月10日に公表いたしました当第２四半期累計期間の業績予想と実績に差異が発生し、平成

24年３月期通期業績予想につきましても、業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、平成23年11月９日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,436 36,042

売掛金 94,458 83,547

商品 20,422 17,105

原材料及び貯蔵品 22,617 17,910

その他 186,261 140,074

貸倒引当金 △18,291 △19,108

流動資産合計 355,904 275,572

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 982,667 934,864

土地 1,230,813 1,198,863

その他（純額） 247,874 220,703

有形固定資産合計 2,461,354 2,354,431

無形固定資産 74,112 71,777

投資その他の資産   

差入保証金 947,944 871,170

投資不動産（純額） 890,189 883,541

その他 262,046 251,636

貸倒引当金 △220,557 △216,602

投資その他の資産合計 1,879,623 1,789,746

固定資産合計 4,415,090 4,215,955

資産合計 4,770,995 4,491,527

負債の部   

流動負債   

買掛金 191,804 287,099

短期借入金 224,000 945,416

1年内返済予定の長期借入金 805,500 108,133

1年内償還予定の社債 156,000 156,000

未払法人税等 56,536 26,252

賞与引当金 14,000 －

閉店損失引当金 14,232 37,244

その他 383,329 323,674

流動負債合計 1,845,403 1,883,820

固定負債   

社債 390,000 312,000

長期借入金 310,500 334,948

資産除去債務 100,353 92,822

その他 310,535 256,374

固定負債合計 1,111,388 996,145

負債合計 2,956,791 2,879,966
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,795,217 1,795,217

資本剰余金 155,412 155,412

利益剰余金 30,202 △172,439

自己株式 △166,628 △166,629

株主資本合計 1,814,203 1,611,561

純資産合計 1,814,203 1,611,561

負債純資産合計 4,770,995 4,491,527
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,608,884 2,949,581

売上原価 1,090,831 898,260

売上総利益 2,518,052 2,051,321

販売費及び一般管理費 2,545,965 2,161,904

営業損失（△） △27,912 △110,583

営業外収益   

受取利息 3,782 2,496

不動産賃貸料 52,188 54,174

協賛金収入 40,421 38,149

その他 7,635 24,313

営業外収益合計 104,028 119,134

営業外費用   

支払利息 30,031 28,070

不動産賃貸原価 50,294 47,529

支払手数料 6,500 5,627

その他 6,535 7,992

営業外費用合計 93,360 89,220

経常損失（△） △17,245 △80,669

特別利益   

固定資産売却益 2,373 3,859

閉店損失引当金戻入益 18,213 －

特別利益合計 20,587 3,859

特別損失   

固定資産除売却損 23,089 4,583

減損損失 4,545 28,277

賃貸借契約解約損 12,198 30,431

閉店損失引当金繰入額 － 43,882

災害損失 18,789 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,563 －

特別損失合計 102,187 107,175

税引前四半期純損失（△） △98,845 △183,985

法人税、住民税及び事業税 18,671 19,556

法人税等調整額 100,051 △900

法人税等合計 118,722 18,656

四半期純損失（△） △217,568 △202,642
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △98,845 △183,985

減価償却費 89,993 76,266

減損損失 4,545 28,277

差入保証金償却額 13,802 13,664

災害損失 18,789 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,415 △14,000

閉店損失引当金の増減額（△は減少） △30,343 23,012

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,563 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,874 △3,138

受取利息及び受取配当金 △3,782 △2,496

支払利息 30,031 28,070

固定資産除売却損益（△は益） 20,715 724

社債発行費 1,904 －

賃貸借契約解約損 12,198 30,431

売上債権の増減額（△は増加） 9,544 11,870

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,452 8,023

仕入債務の増減額（△は減少） 134,361 95,294

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,605 △5,205

未収消費税等の増減額（△は増加） 29,863 －

預り保証金の増減額（△は減少） △3,500 △27,500

前受収益の増減額（△は減少） 66,278 △41,143

その他 17,665 46,583

小計 400,229 84,750

利息及び配当金の受取額 976 963

利息の支払額 △30,443 △28,585

災害損失の支払額 △7,721 －

法人税等の支払額 △40,106 △47,797

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,934 9,331

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 △295,610 △33,869

有形固定資産の売却による収入 2,948 21,472

資産除去債務の履行による支出 △2,733 △2,098

差入保証金の差入による支出 △5,614 △4,339

差入保証金の回収による収入 88,470 27,751

貸付けによる支出 △150,000 －

貸付金の回収による収入 51,789 3,629

その他 △476 △628

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,224 11,917

㈱さかい（7622）　平成24年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

- 6 -



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △612,527 71,416

長期借入れによる収入 650,000 －

長期借入金の返済による支出 △99,840 △22,918

社債の発行による収入 98,095 －

社債の償還による支出 △78,000 △78,000

セール・アンド・リースバック取引による収入 42,380 －

リース債務の返済による支出 △2,737 △6,141

自己株式の取得による支出 △4 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,632 △35,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,076 △14,394

現金及び現金同等物の期首残高 42,110 50,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,187 36,042
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該当事項はありません。 

  

当社は、レストラン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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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