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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 14,139 (1.9) 447 (482.5) 622 (161.4)

17年９月中間期 13,875 (3.4) 76 (－) 238 (－)

18年３月期 27,299 576 903

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 370 (－) 43 43 36 86

17年９月中間期 △2,059 (－) △245 02 － －

18年３月期 △2,224 △264 49 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 8,522,269株 17年９月中間期 8,406,742株 18年３月期 8,409,009株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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

18年９月中間期 13,110 4,263 33.6 500 25

17年９月中間期 12,929 4,134 32.0 491 85

18年３月期 12,335 4,092 33.2 480 25

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 8,522,136株 17年９月中間期 8,406,541株 18年３月期 8,522,335株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 794 △69 184 3,507

17年９月中間期 239 △559 108 2,305

18年３月期 1,261 △590 △600 2,595

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 28,000 1,150 620

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　72円75銭

※　上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結

果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の-６-頁をご参照ください。
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１．企業集団の状況
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社２社及びその他の関係会社１社により構成されており飲

食事業等を営んでおります。

当社グループの、事業の内容及び当該事業における当社及び関係会社の位置づけは次のとおりであります。

なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

（回転寿司）　　　当社及び子会社のGENKI SUSHI HAWAII,INC.、杵屋元気寿司東海㈱において、「元気寿司」・「す

しおんど」・「千両」・「東京元気寿司」ブランドのチェーン店を展開しております。

（その他）　　　　その他の関係会社の㈱グルメ杵屋において、回転寿司以外の飲食店の経営等を行っております。

（事業系統図）

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

 業務上の提携関係 

その他の関係会社 
 ㈱グルメ杵屋 

一        般        消        費        者 

※連結子会社 

子会社※ 
GENKI SUSHI 
HAWAII,INC. 

子会社※ 
杵屋元気寿司東海㈱ 

 
当 
 
 
 
社 

株式の所有 

食材等の売却 

食材等の売却 

ロイヤリティの受取 株式の所有 

（関係会社の状況）

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合（％）

関係内容 摘要

（連結子会社）  千米ドル    

GENKI SUSHI

HAWAII,INC.
米国ハワイ州 500 飲食事業 100.0

当社より一部食材等の供給を

受けている。

当社へロイヤリティの支払を

している。

当社より資金援助を受けてい

る。

役員の兼任等…有

 

  百万円     

杵屋元気寿司

東海㈱

愛知県名古屋市

北区
30 飲食事業 58.3

当社より一部食材等の供給を

受けている。

当社より資金援助を受けてい

る。

役員の兼任等…有

 

（その他の関係

会社）
 百万円     

㈱グルメ杵屋
大阪府大阪市

住之江区
5,838 飲食事業他 (34.1)

業務上の提携関係にある。

役員の兼任等…有
（注）

（注）　有価証券報告書を提出しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

当社グループは「回転寿司を通して社会に貢献し、日本全国から世界へと寿司文化の普及拡大をめざす」ことを経

営理念に掲げております。

この理念に基づき、お客様からは高い評価とゆるぎない信頼を得るためにＱ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ

（クレンリネス）を徹底し、また株主様には堅実で安定した会社経営と業績の進展で期待に応えるよう努力してまい

ります。

(2）利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元の方法として基本的には安定的な配当及び株主優待券の発行を考えておりま

す。当社は、まだ成長期にあり一層の業容拡大を図るために、内部留保資金を店舗の新設及び改装、新業態の開発な

ど将来の利益に貢献する有効な投資資金として活用する方針であります。

以上の方針に基づき、中間配当金は１株につき４円とさせていただきます。

(3）目標とする経営指標

当社グループは、①自己資本当期純利益率②総資産経常利益率③売上高経常利益率④一株当たり当期純利益等を経

営指標としておりますが、当面は利益を安定的に確保することを目標としてまいります。

(4）中長期的な経営戦略

①　国内の店舗展開

国内における店舗展開については、安心価格「すしおんど」、おいしさと値頃感「元気寿司」、本物志向「千

両」、そして新感覚寿司「東京元気寿司」の4ブランドを地域市場性を十分考慮しながら出店を進めてまいります。

なお、首都圏地域への出店戦略については見直しを図っており、人材の育成と店舗運営システムの再構築に取り

組むため、大型店の出店を抑制し、小規模商圏中心の中型店の出店を厳選して行うこととしております。また、不

採算店舗の対応にも取り組むなどスクラップ＆ビルドを積極的に推進してまいります。

②　海外の店舗展開

海外における店舗展開については、米国ハワイの直営子会社を通してハワイ市場の寡占化、さらには米国本土へ

の進出も検討しておりますが、現在は現地の情報収集活動を行っております。またアジア・オセアニア・中近東地

域にあっては、現地の優良法人とのフランチャイズ方式によって今後も積極的に展開して行く方針であります。

(5）対処すべき課題

当社グループの認識する重要課題は、社会環境の変化による「食の外部化」に加えて、高品質、健康・安全志向の

高まりなど、多様化するお客様のニーズをどう受け止め、どう展開していくかということであります。

当社グループは、この課題に対応すべく、次のとおり進めてまいります。

①　人材の育成と組織力の向上

②　店舗運営システムの再構築

③　客観的データに基づく店舗開発

④　新商品の開発

⑤　効率的な商品調達と物流体制の整備

これにより、他社との差別化を図りながら業界における確固たる地位を築きたいと考えております。
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(6）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権の
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場され
ている証券取引所

㈱グルメ杵屋
上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社
34.1

㈱東京証券取引所　市場第一部

㈱大阪証券取引所　市場第一部

②　親会社等の企業グループにおける上場企業の位置づけその他上場会社と親会社との関係

㈱グルメ杵屋は、当社の株式を2,898千株（議決権の比率　34.1％）保有しております。同社及び当社は、飲食

サービス提供関連事業の強化・拡大を図るため業務上の提携関係を構築しております。

人的関係につきましては、当社の取締役11名のうち５名、監査役４名のうち２名は㈱グルメ杵屋の取締役等が兼

務しておりますが、当社取締役会においては、社外監査役の意見も踏まえ、充分に論議を尽くした上で業務執行の

意思決定を行っており、独立性は充分確保されていると考えております。

現在のところ、同社とは各部門ごとの情報交換・経営報告会の合同運営・株主優待券の相互利用等で協力関係に

ありますが、他の分野も含め、今後はさらに経営上の関係強化を図って行く考えであります。

③　親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当上半期の概況

（連結）

前中間連結会計期間

（百万円）

当中間連結会計期間

（百万円）
前年同期比（％）

売上高 13,875 14,139 ＋1.9

営業利益 76 447 ＋482.5

経常利益 238 622 ＋161.4

中間純利益 △2,059 370 －

（個別）

前中間会計期間（百万円） 当中間会計期間（百万円） 前年同期比（％）

売上高 12,693 12,944 ＋2.0

営業利益 21 360 －

経常利益 204 557 ＋172.1

中間純利益 △2,069 336 －

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等を背景に、景気は着実に回復し

ております。一方、米国の景気は拡大を続けております。

外食産業におきましては、個人消費の緩やかな増加により売上高、来客数とも回復傾向にあるものの、企業間の

競合がいっそう激しくなり、厳しい状況が続いております。

このような状況の中で当社グループは、「お客様満足向上のための、改革・挑戦」をテーマに、回転寿司事業再

構築に取り組んでまいりました。

店舗展開につきましては、人材の育成と店舗運営システムの再構築に取り組み、大型店の出店を抑制し、小規模

商圏中心の中型店の出店を厳選して行ってまいりました。不採算店舗の立て直しの施策といたしまして、不良店対

策部を新設し、競合店、オペレーション、立地等を総合的に観察・分析しながら、商品やオペレーションの見直し

等の改善改革案を立案・実行し、同時に、賃借料の減額交渉に取り組んでまいりました。

当中間連結会計期間においては、これら店舗展開方針に基づき新設店２店舗を出店し、一方で、不採算店等２店

舗を退店いたしました。また、業態転換については１店舗を実地いたしました。これにより総店舗数は201店舗とな

りました。

商品面につきましては、お客様の満足度の高いメニュー構成を念頭において、高鮮度のこだわり食材や産地・グ

レード等の本物志向を追求した食材の投入、フェア食材や季節のおすすめ食材の充実など他社との差別化を図って

まいりました。また、テイクアウトメニューに関しても充実を図り、選ぶ楽しさを提供してまいりました。

営業面につきましては、集客力の向上とブランドイメージの向上を図るため、商品政策と歩調を合わせた折り込

みチラシのほか、不振店対策のための各種販売促進等を行ってまいりました。また、店舗オペレーションに関しま

しては、回転寿司の原点に帰り、レーン上に回転しているお寿司の流し不足を撲滅するなど、運営システム・運営

体制の改善を図ってまいりました。

サービス面につきましては、接客サービスに関するクレームを撲滅し、レベルの向上を図る観点から接客向上委

員会を設置し、全社員運動として、「スッキリ・ハッキリ　キャンペーン」を実施してまいりました。

海外子会社展開につきましては、親会社からの支援等により運営基盤の強化と安定化を図るとともに積極出店に

向けて物件の選定を行ってまいりました。

海外フランチャイズ展開につきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持を図るため、支援体制を強化し、

派遣指導等を充実するとともに新規出店を促しております。また、新たな地域については、新規パートナーの勧誘

を積極的に行ってまいりました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高141億３千９百万円（前年同期比1.9％増）、経常利益６億２千

２百万円（前年同期比161.4％増）、中間純利益３億７千万円（前中間純損失20億５千９百万円）となりました。
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②　通期の見通し

（連結）

前連結会計年度

（百万円）

当連結会計年度予想

（百万円）
前年同期比（％）

売上高 27,299 28,000 ＋2.6

営業利益 576 840 ＋45.7

経常利益 903 1,150  ＋27.3

当期純利益 △2,224 620 －

（個別）

前期（百万円） 当期予想（百万円） 前年同期比（％）

売上高 24,961 25,600 ＋2.6

営業利益 484 700 ＋44.5

経常利益 855 1,050 ＋22.8

当期純利益 △2,239 570 －

通期の見通しといたしましては、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気

回復が続くと見込まれますが、一方で、原油価格の動向により内外経済に与える影響など懸念される事項もありま

す。

外食産業におきましては、マーケットが飽和、成熟段階に入っており、お客様のニーズの変化、多様化に応える

ため、画一的・均一的な運営から脱却し、独自性や他社との差別化を図ろうという動きが活発になってまいりまし

た。

当社グループといたしましては、「お客様満足向上のための、改革・挑戦」をテーマに、人材の育成と店舗運営

システムの構築に取り組んでまいります。

以上により、通期の業績見通しといたしましては、売上高280億円（前年同期比2.6％増）、経常利益11億５千万

円（同27.3％増）、当期純利益６億２千万円を見込んでおります。

(2）財政状態

前中間連結会計期間

（百万円）

当中間連結会計期間

（百万円）

前年同期増減額

（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 239 794 555

投資活動によるキャッシュ・フロー △559 △69 489

財務活動によるキャッシュ・フロー 108 184 76

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 1 △6

現金及び現金同等物の増減額 △203 911 1,115

現金及び現金同等物の期首残高 2,509 2,595 86

現金及び現金同等物の期末残高 2,305 3,507 1,201

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間に比べ12億1百

万円（52.1％）増加し、当中間連結会計期間末には35億７百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれ

らの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ５億５千５百万円

（231.7％）増加し、７億９千４百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益６億６千９百万円、減

価償却費２億２千６百万円、賞与引当金の増減額１億５千１百万円による増加があった一方で、法人税等の支払額

１億２千９百万円による減少があったこと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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ４億８千９百万円

（87.6％）減少し、６千９百万円となりました。これは店舗の新設等による支出１億６千２百万円があった一方で、

差入保証金等の回収１億１千８百万円があったこと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）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果増加した資金は、前中間連結会計期間に比べ７千６百万円（70.2％）

増加し、１億８千４百万円となりました。これは、長期借入れ10億円を行った一方で、長期借入金の約定返済７億

５千２百万円を行ったこと等によるものであります。

　なお、当企業グループのキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

平成16年
９月中間期

平成17年
９月中間期

平成18年
９月中間期

平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 40.7 32.0 33.6 43.6 33.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
78.5 82.7 82.2 79.5 90.5

債務償還年数（年） 19.0 7.7 2.1 5.8 2.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
6.6 14.6 43.3 20.0 42.0

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期の債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２））

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）事業等のリスク

当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。

①　競合の状況について

当社グループの属する外食産業におきましては、マーケットが飽和、成熟段階に入っており、お客様のニーズ

の変化、多様化に応えるため、企業間の差別化競争が一層激しくなっております。

当社グループとしましては、常に顧客動向に敏感に反応しながら、商品開発、サービスの向上並びに、快適な

店舗づくりに取り組んでまいりますが、今後の競争の状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績が

影響を受ける可能性があります。

②　食材等の市況について

当社グループの扱う食材のうち、魚介類、農産物は、天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リス

クを負っております。さらに海外産の冷凍水産物等は、現地の市況、為替の変動による国内市況変動のリスクが

あります。
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当社グループでは、産地の分散、複数社購買等により、低価格かつ安定的な購入に努めておりますが、上記諸

事情等により食材市況が大幅に変動した場合、仕入価格の上昇、食材の不足等により、当社グループの財政状態

及び経営成績が影響を受ける可能性があります。

③　当社グループの出店方針について

当社グループは、「元気寿司」・「すしおんど」・「千両」・「東京元気寿司」ブランドの回転寿司のチェー

ン店を展開しており、店舗数は平成18年９月期末現在201店舗となっております。

出店立地としては、ロードサイドの外食や物販が集積した相乗効果を発揮する場所、集客力のあるショッピン

グセンター敷地内等を基本としておりますが、駅前やビルイン等市街地につきましても、今後の出店戦略の中で

重要な立地と位置づけております。

出店方針としては、ドミナントエリアの構築、利益に対する投資割合、社内体制等を総合的に勘案することに

加え、出店とあわせて、スクラップ＆ビルド及び既存店の改装や業態転換等各種の方策を総合的に検討しながら、

進めていく方針であります。

当社グループは、上記出店方針を継続する計画でありますが、物件獲得競争の激化や、家賃相場の上昇等各種

要因により、計画どおり、出店、退店が、適時に行えず、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける

可能性があります。

④　法的規制等について

当社グループは、「食品衛生法」の法的規制を受けており、店舗毎に所轄の保健所を通じての営業許可を取得

しております。

当社グループの取扱い商品は食材が主体でありますので、衛生管理には特に留意し、粟野、郡山両センターに

併設した細菌検査室により、各センター、各店舗の食材、従業員、設備備品の定期検査を実施しております。食

材については、当社納入時、製造時及び店舗の３つの段階でのサンプル回収による細菌検査を実施しております。

検査の結果、細菌数の多い納入業者に対しては、注意勧告、取引停止等の措置で対応しております。店舗段階

においては、食材の検体回収はもちろんのこと、手指、まな板、すし握り機等の設備、備品からの拭き取りによ

る細菌検査、その結果を受けての改善指導、再検査というかたちで実施しております。また３加工センターにつ

いても、従業員、設備、備品については、店舗同様に実施しております。また食味と衛生、鮮度保持のため、瞬

間凍結庫や超低温冷凍庫、ボイラー方式による殺菌洗浄機、蒸し機等の設備を保持しております。さらに店舗、

加工センターの従業員の保菌検査については定期的に外部委託により実施しております。

上記のように、当社グループは積極的に衛生管理に取り組んでおりますが、当社グループ固有の衛生問題のみ

ならず、社会全般にわたる一般的な衛生問題等が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を

受ける可能性があります。

⑤　差入保証金について

当社グループでは、賃借による出店を基本としております。このため、店舗用建物の契約時に賃貸人に対し保

証金を差し入れます。当該店舗に係る差入保証金の残高は、平成18年９月期末現在36億７千４百万円（連結総資

産に対し28.0％）であります。

当社グループの賃貸借契約においては、当該保証金は期間満了による契約解消時に一括返還されるか、一定期

間経過後数年にわたって均等返還されるかが通例となっており、契約毎に返還条件は異なっておりますが、賃貸

側の経済的破綻等予期せぬ事態が発生した場合には、その一部または全額が回収出来なくなる可能性もあります。

また、契約に定められた期間満了日前に中途解約をした場合は、契約内容に従って契約違約金の支払が必要とな

ります。

⑥　海外フランチャイズ契約について

当社グループは、平成18年９月期末時点でハワイに直営店舗が６店舗あり、ハワイ市場の寡占化、さらには米

国本土への進出も検討しております。

またアジア・オセアニア・中近東地域にあっては、現地の優良法人とのフランチャイズ方式によって40店舗を

展開しております。

当社グループは、これまで、フランチャイズ先と良好な関係を構築しており、今後もフランチャイズ展開を継

続する計画であります。しかしながら、今後、フランチャイズ先との交渉、競合会社との条件競争等により、良

好な関係を維持できない場合等には、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,305,908 3,507,679 2,595,741

２．たな卸資産 348,581 386,852 339,681

３．繰延税金資産 292,445 272,531 210,708

４．その他 1,065,998 965,372 1,022,397

５．貸倒引当金 △1,692 △1,531 △1,829

流動資産合計 4,011,241 31.0 5,130,903 39.1 4,166,697 33.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 6,324,377 5,878,742 5,870,832

(2）土地 1,520,553 1,520,553 1,520,553

(3）その他 948,459 1,026,286 974,357

(4）減価償却累計額 △4,273,711 4,519,679 35.0 △4,731,048 3,694,533 28.2 △4,541,110 3,824,632 31.0

２．無形固定資産 132,940 1.0 140,220 1.1 118,070 0.9

３．投資その他の資産

(1）差入保証金 3,809,259 3,674,832 3,706,140

(2）繰延税金資産 223,425 343,537 370,143

(3）その他 276,207 168,811 192,059

(4）貸倒引当金 △43,074 4,265,818 33.0 △42,266 4,144,914 31.6 △42,454 4,225,889 34.3

固定資産合計 8,918,437 69.0 7,979,668 60.9 8,168,592 66.2

資産合計 12,929,679 100.0 13,110,572 100.0 12,335,290 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 943,466 1,071,934 1,094,109

２．短期借入金 1,365,575 1,285,822 1,248,506

３．未払費用 672,520 731,654 684,098

４．未払法人税等 62,600 317,474 155,129

５．賞与引当金 206,500 304,800 153,500

６．その他 ※１ 553,378 610,107 653,959

流動負債合計 3,804,040 29.4 4,321,792 33.0 3,989,302 32.3

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,100,000 1,950,000 1,950,000

２．長期借入金 2,313,726 1,993,404 1,782,720

３．退職給付引当金 124,477 － －

４．役員退職慰労引当金 22,200 － 22,200

５．その他 ※１ 586,705 582,178 657,646

固定負債合計 5,147,108 39.8 4,525,582 34.5 4,412,566 35.8

負債合計 8,951,149 69.2 8,847,375 67.5 8,401,869 68.1

－ 10 －



前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 ※３ △156,236 △1.2 － － △159,423 △1.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 876,530 6.8 － － 951,529 7.7

Ⅱ　資本剰余金 1,069,670 8.3 － － 1,144,670 9.3

Ⅲ　利益剰余金 2,285,793 17.7 － － 2,087,936 16.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

14,081 0.1 － － 9,362 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 △46,209 △0.4 － － △34,200 △0.3

Ⅵ　自己株式 △65,098 △0.5 － － △66,453 △0.5

資本合計 4,134,766 32.0 － － 4,092,844 33.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

12,929,679 100.0 － － 12,335,290 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金   － －  951,529 7.2  － －

　２．資本剰余金   － －  1,144,670 8.7  － －

　３．利益剰余金   － －  2,406,957 18.4  － －

　４．自己株式   － －  △66,691 △0.5  － －

　　株主資本合計   － －  4,436,465 33.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価

差額金
  － －  6,621 0.0  － －

　２．為替換算調整勘定   － －  △32,021 △0.2  － －

評価・換算差額等合

計
  － －  △25,399 △0.2  － －

Ⅲ　少数株主持分 ※３  － －  △147,869 △1.1  － －

純資産合計   － －  4,263,196 32.5  － －

負債純資産合計   － －  13,110,572 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,875,410 100.0 14,139,158 100.0 27,299,672 100.0

Ⅱ　売上原価 5,711,478 41.2 5,963,940 42.2 11,304,066 41.4

売上総利益 8,163,932 58.8 8,175,218 57.8 15,995,606 58.6

Ⅲ　営業収入 41,985 0.3 44,639 0.3 83,237 0.3

営業総利益 8,205,918 59.1 8,219,857 58.1 16,078,843 58.9

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．賃借料 1,638,026 1,469,135 3,160,997

２．給与手当 3,627,431 3,569,140 7,238,708

３．賞与引当金繰入額 194,789 287,709 147,837

４．その他 2,668,845 8,129,093 58.5 2,446,399 7,772,385 54.9 4,954,912 15,502,455 56.8

営業利益 76,824 0.6 447,472 3.2 576,388 2.1

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 208 1,878 640

２．受取配当金 64 85 403

３．仕入割引 64,988 68,325 128,325

４．賃貸料 － 23,374 41,111

５．ロイヤリティ収入 65,204 72,356 131,039

６．雑収入 50,938 181,403 1.3 29,132 195,152 1.4 62,892 364,413 1.3

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 16,607 17,767 30,570

２．雑損失 3,391 19,999 0.2 2,106 19,874 0.2 6,798 37,369 0.1

経常利益 238,229 1.7 622,750 4.4 903,432 3.3

Ⅶ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ － 7,929 －

２．貸倒引当金戻入益 38,832 485 39,007

３．投資有価証券売却益 － － 20,644

４．退店補償金 － 38,278 －

５．違約金収入 5,000 － 5,000

６．退職給付引当金戻入
益

－ 43,832 0.3 － 46,694 0.3 69,881 134,533 0.5
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 34,768 280 35,801

２．投資有価証券売却損  － － 1,879

３．減損損失 ※３ 2,135,109 － 2,896,831

４．賃借物件解約損 165,364 2,335,242 16.8 － 280 0.0 251,653 3,186,166 11.7

税金等調整前中間
純利益又は税金等
調整前中間（当
期）純損失(△)

△2,053,180 △14.8 669,164 4.7 △2,148,200 △7.9

法人税、住民税及
び事業税

35,793 301,211 174,448

法人税等調整額 7,890 43,684 0.3 △13,756 287,455 2.0 △58,365 116,082 0.4

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

△37,032 △0.3 11,554 0.1 △40,220 △0.2

中間純利益又は中
間(当期)純損失
(△)

△2,059,831 △14.8 370,154 2.6 △2,224,062 △8.1
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,069,670 1,069,670

Ⅱ　資本剰余金増加高

転換社債の転換 － － 75,000 75,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高 1,069,670 1,144,670

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高   4,396,066 4,396,066

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．配当金  50,441  84,067

２．中間（当期）純損失  2,059,831 2,110,272 2,224,062 2,308,130

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残高   2,285,793 2,087,936
      

－ 14 －



中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高
　　　　　　　　　（千円）

951,529 1,144,670 2,087,936 △66,453 4,117,682

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当（注）   △51,134  △51,134

　中間純利益   370,154  370,154

　自己株式の取得    △237 △237

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

－ － 319,020 △237 318,783

平成18年９月30日残高
　　　 　　　（千円）

951,529 1,144,670 2,406,957 △66,691 4,436,465

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
　　　　　　　　　（千円）

9,362 △34,200 △24,837 △159,423 3,933,420

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当（注）     △51,134

　中間純利益     370,154

　自己株式の取得     △237

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△2,741 2,178 △562 11,554 10,992

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

△2,741 2,178 △562 11,554 329,775

平成18年９月30日残高
　　　 　　　（千円）

6,621 △32,021 △25,399 △147,869 4,263,196

（注）平成18年６月22日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前中
間（当期）純損失
（△）

△2,053,180 669,164 △2,148,200

減価償却費 311,682 226,143 635,968

減損損失 2,135,109 － 2,896,831

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△38,524 △485 △39,007

賞与引当金の増減額
（減少：△）

48,500 151,300 △4,500

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

9,123 － △115,354

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△)

－ △22,200 －

受取利息及び受取配当
金

△273 △1,964 △1,044

支払利息 16,607 17,767 30,570

固定資産除売却損益 34,768 △7,649 35,801

賃借物件解約損 139,951 － 225,143

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△24,321 △47,162 △15,099

仕入債務の増減額（減
少：△）

△98,480 △22,095 49,942

その他 △133,544 △22,065 △127,474

小計 347,417 940,753 1,423,578

利息及び配当金の受取
額

345 2,007 1,051

利息の支払額 △16,457 △18,360 △30,068

法人税等の支払額 △91,640 △129,403 △132,684

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

239,664 794,997 1,261,877
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△552,681 △87,878 △663,713

有形固定資産の売却に
よる収入

－ 7,929 －

無形固定資産の取得に
よる支出

△18,211 △31,910 △22,811

差入保証金等の支出 △174,931 △74,936 △296,201

差入保証金等の回収 199,591 118,645 372,327

その他 △13,295 △1,508 20,300

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△559,529 △69,658 △590,099

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入れによる収入 900,000 1,000,000 950,000

長期借入金の返済によ
る支出

△712,476 △752,000 △1,410,551

配当金の支払額 △50,441 △51,134 △84,067

その他 △28,593 △12,188 △55,665

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

108,489 184,677 △600,283

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

7,984 1,921 14,947

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

△203,391 911,937 86,441

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,509,299 2,595,741 2,509,299

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

2,305,908 3,507,679 2,595,741
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数……２社

連結子会社名

GENKI SUSHI HAWAII,

INC.

杵屋元気寿司東海㈱

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左

(2）非連結子会社はありません。 (2）　　　　 同左 (2）　　　　 同左

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しておりま

す。

同左 連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は主として移動平

均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は主として移動平

均法により算定）

時価のないもの

主として移動平均法に

よる原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

食　材　月別総平均法によ

る原価法

なお、在外連結子

会社については先

入先出法による低

価法によっており

ます。

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

半製品　総平均法による原

価法

原材料　月別総平均法によ

る原価法

貯蔵品　最終仕入原価法に

よる原価法
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結

子会社の平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）並びに在外連結子会

社の建物については定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物　　７～31年

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、

従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、

従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を

計上しております。

③　退職給付引当金

当社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。

数理計算上の差異は、発生

の翌連結会計年度に全額を費

用処理することとしておりま

す。

───── ─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

④　役員退職慰労引当金

当社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に

基づく中間期末支給見込額を

計上しております。

なお、平成12年６月をもっ

て支給額を凍結しているため、

新たな繰入を行っておりませ

ん。

─────

 

④　役員退職慰労引当金

当社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に

基づく期末支給見込額を計上

しております。

なお、平成12年６月をもっ

て支給額を凍結しているため、

新たな繰入を行っておりませ

ん。

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び

負債は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は

資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び

負債は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しておりま

す。

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

なお、在外子会社の資産及び

負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6）消費税等の会計処理

同左

(6）消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純損失は2,135,109千円増加しておりま

す。

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税金等調整前当

期純損失は2,896,831千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直控控除しております。

（自販機手数料収入の計上区分の変更）

従来、「自販機手数料収入」については営

業外収益として計上しておりましたが、当中

間連結会計期間より、「営業収入」として計

上しております。

これは、ソフトドリンクの自動販売機の設

置店舗を新設店から既存店にまで拡大したこ

とに伴い、当該収入の増加が見込まれ、また、

当該収入が営業活動の一環であることから実

態をより適切に表示するためであります。

この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、営業利益は41,985千円増加し

ておりますが、経常利益及び税金等調整前中

間純損失に与える影響はありません。

───── （自販機手数料収入の計上区分の変更）

従来、「自販機手数料収入」については営

業外収益として計上しておりましたが、当連

結会計年度より、「営業収入」として計上し

ております。

これは、ソフトドリンクの自動販売機の設

置店舗を新設店から既存店にまで拡大したこ

とに伴い、当該収入の増加が見込まれ、また、

当該収入が営業活動の一環であることから実

態をより適切に表示するためであります。

この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、営業利益は83,237千円増加し

ておりますが、経常利益及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,411,065千円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

────── （中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間までは営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しておりました「賃貸料」（前中間連結会計期間

計上額18,549千円）は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、区分掲記しております。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── ────── （退職年金（適格退職年金）制度の廃止）

従来、当社は退職給付制度として退職年金

（適格退職年金）制度を設けておりましたが、

平成18年１月31日をもって同制度を廃止いた

しました。これに伴い、年金資産から243,298

千円、退職給付引当金から61,218千円給付さ

れることとなり、退職給付引当金の残高69,881

千円は退職給付引当金戻入益として、特別利

益に計上しております。 

────── （役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成12年６月27日をもって役員の

退職慰労金制度を凍結しておりましたが、平

成18年６月22日開催の定時株主総会をもって

廃止することを決議いたしました。これに伴

い、同総会において凍結までの在任期間に対

応する退職慰労金の打ち切り支給を決議し、

その未払分については、流動負債の「その他」

に計上しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保資産

賦払いの方法で購入した次の資産の

所有権が留保されております。

※１　担保資産及び担保付債務

担保資産

賦払いの方法で購入した次の資産の

所有権が留保されております。

※１　担保資産及び担保付債務

担保資産

賦払いの方法で購入した次の資産の

所有権が留保されております。

建物及び構築物 41,767千円

計 41,767

建物及び構築物 3,945千円

計 3,945

建物及び構築物 26,465千円

計 26,465

担保付債務 担保付債務 担保付債務

流動負債のその他 47,273千円

固定負債のその他 25,530

計 72,803

流動負債のその他 18,278千円

固定負債のその他 13,176

計 31,455

流動負債のその他 31,656千円

固定負債のその他 15,429

計 47,086

２　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。

この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

２　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。

この契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

２　当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額  2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000

当座貸越極度額   2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000

当座貸越極度額  2,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 2,000,000

※３　少数株主持分の処理

杵屋元気寿司東海㈱で生じた債務超

過について、少数株主との合意により、

債務超過の半分を少数株主に負担させ

ております。

※３　少数株主持分の処理

同左

※３　少数株主持分の処理

同左
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　　　　　　───── ※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※１　　　　　　─────

その他 7,929千円

計 7,929

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 29,962千円

その他 4,805

計 34,768

建物及び構築物 268千円

その他 11

計 280

建物及び構築物 29,962千円

その他 5,839

計 35,801

※３　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県宇都

宮市他
店舗 建物等 1,850,748

栃木県宇都

宮市他
賃貸資産 建物等 156,477

栃木県宇都

宮市
遊休資産 土地等 127,883

当社グループは、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、店舗を基本

単位としたグルーピングを行っておりま

す。

このうち、収益性が低下又は地価が著

しく下落した資産グループについて、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額2,135,109千円を減損損失として計

上しております。

※減損損失の内訳

建物及び構築物 942,663千円

土地 201,147

借地権 81,135

リース資産 686,522

その他 223,639

計 2,135,109

なお、当該資産グループの回収可能価

額は、使用価値又は正味売却価額により

算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しており、正味売却価額は路線価に

よる相続税評価額により評価しておりま

す。

※３　　　　　　───── ※３　減損損失

当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

栃木県宇都

宮市他
店舗 建物等 2,612,470

栃木県宇都

宮市他
賃貸資産 建物等 156,477

栃木県宇都

宮市
遊休資産 土地等 127,883

当社グループは、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、店舗を基本

単位としたグルーピングを行っておりま

す。

このうち、収益性が低下又は地価が著

しく下落した資産グループについて、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額2,896,831千円を減損損失として計

上しております。

※減損損失の内訳

建物及び構築物 1,436,667千円

土地 201,147

借地権 86,047

リース資産 909,897

その他 263,071

計 2,896,831

なお、当該資産グループの回収可能価

額は、使用価値又は正味売却価額により

算定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しており、正味売却価額は路線価に

よる相続税評価額により評価しておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 8,571 － － 8,571

合計 8,571 － － 8,571

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 49 0 － 49

合計 49 0 － 49

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 51,134 6  平成18年３月31日  平成18年６月23日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 34,088 利益剰余金 4  平成18年９月30日  平成18年12月11日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,305,908千円

現金及び現金同等物 2,305,908

現金及び預金勘定 3,507,679千円

現金及び現金同等物 3,507,679

現金及び預金勘定 2,595,741千円

現金及び現金同等物 2,595,741
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（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額(千円)

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
（千円）

株式 27,915 51,542 23,626 12,397 23,508 11,110 12,397 28,107 15,709

合計 27,915 51,542 23,626 12,397 23,508 11,110 12,397 28,107 15,709

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結（連結）貸借対照表計上額

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 30,000 30,000 30,000

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日　

至平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日　至平成18年３月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当社グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため該当事項はありません。

２．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

３．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 491円85銭

１株当たり中間純損失金額 245円02銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在するものの

１株当たり中間純損失であるため、記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 500円25銭

１株当たり中間純利益金額 43円43銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 36円86銭

１株当たり純資産額 480円25銭

１株当たり当期純損失金額 264円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在するものの

１株当たり当期純損失であるため、記載し

ておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当

期）純損失金額（△）

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）(千

円)
△2,059,831 370,154 △2,224,062

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間（当期）純

損失（△）(千円)
△2,059,831 370,154 △2,224,062

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,406 8,522 8,409

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － 1,518 －

（うち新株予約権付社債（千株）） (－) (1,518) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成13年６月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（自己株式譲渡方

式）

普通株式　 　34千株

転換社債型新株予約権付社

債（券面総額21億円）

────── 平成13年６月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（自己株式譲渡方

式）

普通株式　 　28千株

転換社債型新株予約権付社

債（券面総額19億5千万

円）

－ 27 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。

－ 28 －



５．生産、受注及び販売の状況
当社グループは、最終消費者へ直接販売する飲食事業を行っておりますので、生産及び受注の状況は記載しておりま

せん。

販売実績

当中間連結会計期間の販売状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

対前年同期比
（％）

前連結会計年度

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

回転寿司 13,875,410 100.0 14,139,158 100.0 1.9 27,299,672 100.0

合計 13,875,410 100.0 14,139,158 100.0 1.9 27,299,672 100.0

－ 29 －


