
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年2月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 さかい 上場取引所 大 
コード番号 7622 URL http://www.yakiniku.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉本 英雄
問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 平野 泰正 TEL 052-910-1729
四半期報告書提出予定日 平成25年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 4,066 △7.4 54 ― 100 ― 74 ―
24年3月期第3四半期 4,393 △17.3 △116 ― △75 ― △234 ―

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

25年3月期第3四半期 3.17 ―
24年3月期第3四半期 △10.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 4,281 1,595 37.3
24年3月期 4,384 1,521 34.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,595百万円 24年3月期  1,521百万円

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25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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 5,400 △6.7 70 ― 130 ― 25 ― 1.07



(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） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 23,605,396 株 24年3月期 23,605,396 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 181,366 株 24年3月期 181,366 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 23,424,030 株 24年3月期3Q 23,424,030 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ますが、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きは終了しており、四半期レビュー報告書を本日付で受領しております。 

※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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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．期末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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景とした景気回復の緩や

かな動きがあったものの、消費税増税への懸念などによる節約志向や消費者の外食を控える傾向が続く

なか、依然とし先行きに対する不透明感は払拭できない状況となっております。 

当外食産業におきましても、先行きに対する不透明感からの消費者の生活防衛意識、節約志向や業界

内競争により、取巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社といたしましては、お客様の満足度向上を図り、またご来店を頂ける店舗

づくりを目的とし、定期的なフェア商品の提供を行い、常に親しまれるメニューを開発し、「また行き

たい・飽きない」、「新しい満足」を創出するよう図ってまいりました。 

また、長年で培った食肉に対する知識と経験を活かし、食肉加工場の視察、製造工程の十分な確認、

品質の確認を経て、一部店舗にてユッケの販売を実施するなど魅力ある店舗づくりを行ってまいりまし

た。 

以上の結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高4,066百万円（前年同四半期比7.4%減）、営業利

益54百万円（前年同四半期は営業損失116百万円）、経常利益100百万円（前年同四半期は経常損失75百

万円）、四半期純利益74百万円（前年同四半期は四半期純損失234百万円）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産額は、前事業年度末に比べ102百万円減少し、4,281百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金の減少の他、差入保証金が減少した一方、未収入金（流動資産

その他）が増加したことによるものであります。負債総額につきましては、前事業年度末に比べ176百

万円減少し、2,686百万円となりました。これは主に、有利子負債及び未払金（流動負債その他）が減

少したことによるものであります。純資産総額につきましては、1,595百万円となり、前事業年度末に

比べ74百万円の増加となりました。 

  

業績予想につきましては、今後の見通しを勘案し、業績予想の修正を行っております。詳細につきま

しては、本日別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる損益の影響は軽微であります。 

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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 243,973 168,888

売掛金 97,058 91,876

商品 14,768 24,366

原材料及び貯蔵品 18,093 23,900

その他 105,329 141,157

貸倒引当金 △19,832 △19,030

流動資産合計 459,391 431,160

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 819,878 806,365

土地 1,198,775 1,198,775

その他（純額） 184,105 174,631

有形固定資産合計 2,202,759 2,179,772

無形固定資産 59,803 58,766

投資その他の資産   

差入保証金 752,580 716,330

投資不動産（純額） 874,746 864,298

その他 232,833 225,642

貸倒引当金 △197,660 △194,074

投資その他の資産合計 1,662,500 1,612,198

固定資産合計 3,925,063 3,850,736

資産合計 4,384,455 4,281,897

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,923 166,313

短期借入金 1,023,416 1,028,974

1年内返済予定の長期借入金 112,164 410,325

1年内償還予定の社債 156,000 156,000

未払法人税等 44,006 30,288

賞与引当金 15,000 7,500

閉店損失引当金 11,619 －

資産除去債務 2,510 3,400

その他 377,314 335,899

流動負債合計 1,909,953 2,138,701

固定負債   

社債 234,000 156,000

長期借入金 330,917 －

資産除去債務 84,121 85,416

その他 304,239 306,192

固定負債合計 953,277 547,609

負債合計 2,863,231 2,686,310
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31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 △262,777 △188,414

自己株式 △166,629 △166,629

株主資本合計 1,521,223 1,595,586

純資産合計 1,521,223 1,595,586

負債純資産合計 4,384,455 4,281,897
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,393,112 4,066,986

売上原価 1,343,080 1,217,589

売上総利益 3,050,031 2,849,396

販売費及び一般管理費 3,166,953 2,794,795

営業利益又は営業損失（△） △116,921 54,600

営業外収益   

受取利息 3,416 2,402

不動産賃貸料 79,292 77,695

協賛金収入 57,443 63,955

その他 32,983 38,089

営業外収益合計 173,136 182,142

営業外費用   

支払利息 42,886 40,374

不動産賃貸原価 71,691 74,818

支払手数料 8,440 12,875

その他 8,368 8,176

営業外費用合計 131,387 136,244

経常利益又は経常損失（△） △75,172 100,498

特別利益   

固定資産売却益 4,620 4,063

特別利益合計 4,620 4,063

特別損失   

固定資産除売却損 4,715 3,217

減損損失 47,191 －

賃貸借契約解約損 30,431 －

閉店損失引当金繰入額 47,247 －

災害損失 10,212 －

特別損失合計 139,797 3,217

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △210,349 101,344

法人税、住民税及び事業税 29,115 26,868

法人税等調整額 △4,495 112

法人税等合計 24,619 26,981

四半期純利益又は四半期純損失（△） △234,968 74,363
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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）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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