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米国会計基準採用の有無：無

１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

売上高
営業利益
（△損失）

経常利益
（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 30,632 (△4.9) △169 (―) △123 (―)

17年12月期 32,200 (△6.1) △54 (―) △5 (―)

当期純利益
（△損失） 

１株当たり当期純
利益（△損失）

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △291 (―) △22 48  ― △5.1 △0.9 △0.4

17年12月期 △1,998 (―) △153 95  ― △28.7 △0.0 △0.0

（注）１．持分法投資損失 平成18年12月期 0百万円 平成17年12月期 6百万円

２．期中平均株式数（連結） 平成18年12月期 12,969,185株 平成17年12月期 12,984,069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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(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12月期 12,966 5,425 41.6 416 72

17年12月期 14,700 5,925 40.3 456 44

（注）期末発行済株式数（連結） 平成18年12月期 12,962,108株 平成17年12月期 12,981,261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12月期 △31 650 △1,411 2,425

17年12月期 73 △304 84 3,217

(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 6社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 1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） 1社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 14,988 △103 384

通期 31,775 245 477

（参考）１株当り予想当期純利益（通期）　　36円78銭

※上記の予想は、現時点における経営環境において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、「次期の見通し」をご

参照下さい。
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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、連結子会社６社、非連結子会社１社及び関連会社１社、並びに

親会社１社により構成されており、持ち帰り寿し、回転寿し、宅配寿しの直営による店舗展開と、小僧寿しチェーンの

フランチャイザーとして加盟者に対する原材料の供給と経営指導を主たる業務としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

(1）寿し直営事業

持ち帰り寿し…当社が「小僧寿し（sushi花館）」の商標で直営330店舗、また「鮨のいつき」の商標で直営７店舗

を有し、それぞれ持ち帰りによる寿しの販売を行うほか、子会社４社（株式会社小僧寿し静岡、株

式会社小僧寿し長野、株式会社小僧寿し岡山、有限会社寿し花館西広島）が、それぞれの地域をテ

リトリーとして70店舗を直営展開しております。

回転寿し………当社が「活鮮」の商標で20店舗の回転寿し店を経営しております。

宅配寿し………「札幌海鮮丸」の商標で子会社の株式会社札幌海鮮丸がフランチャイザーとなり、直営店74店舗で

宅配による寿しの販売を行っております。

(2）寿しＦＣ事業

小僧寿し………当社が「小僧寿しチェーン」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約を締結し、商標の使

用による知名度、信用力の供与及び店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行い、ロイヤ

リティ収入を得ております。子会社の直営店を除くＦＣ店舗数は530店舗であります。なお、子会

社の株式会社小僧寿し静岡はエリア・フランチャイザーとして、当社を含めた三者契約により、加

盟者からロイヤリティ収入を得ております。

宅配寿し………子会社の株式会社札幌海鮮丸が加盟者とフランチャイズ契約を締結し、商標使用許諾と独自の顧客

管理システム等の店舗運営ノウハウを提供し、ロイヤリティ収入を得ております。

ＦＣ店舗数は３店舗であります。

(3）その他の事業

カラオケ………子会社の株式会社ムーンが「ムーン」の商標で７店舗のカラオケ施設と「ムーン」の商標でネット

カフェ４店舗を直営店として経営しております。

その他…………当社が弁当専門店「ほっかほっか亭」３店舗を経営しております。

上記の他、持分法適用関連会社が１社と、親会社が１社あり、その事業内容は次のとおりであります。

株式会社小僧寿し配送センター…加盟者への食材の配送及び倉庫管理業務を行っております。

株式会社すかいらーく…レストラン・チェーンの経営を行っております。
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《事業系統図》

　以上に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。

 

一

般

消

費

者 

当

社 

加 盟 者 

(平成18年12月31日現在) 

 ※㈱小僧寿し配送センター 

 ＊㈱小僧寿し長野 

 ＊㈱小僧寿し静岡 

 ＊㈱札幌海鮮丸 

 加 盟 者 

寿し及び弁当の販売 

寿し及び 

弁当の販売 

食材の配送 

配送費・貸付利息の受取 

 加 盟 者 

寿し及び弁当の販売 

寿しの販売 

寿しの販売 

経営指導及び原材料の供給 

運転資金の貸付(一部) 

商標使用許諾 

経営指導及び 

原材料の供給 

商標使用料の受取 

寿し、弁当等の販売 

 ＊㈲寿し花館西広島 

経営指導及び原材料の供給 

 ＊ ㈱ ム ー ン 
家賃・管理料の受取 カラオケ及びネットカフェ施設の提供 

 ＊㈱小僧寿し岡山 

食材配送及び管理業務の委託 

配送費の支払 

店舗の賃貸 

 ＃㈱すかいらーく 

人材の受け入れ・事務所の賃借・食材の仕入れ 

賃料の支払 

　（注）１．＊印は連結子会社、※印は持分法適用関連会社、＃印は親会社であります。

２．株式会社すかいらーくの公開買付により平成18年５月12日付で同社の連結子会社となりました。

３．前連結会計年度まで連結子会社でありました株式会社マッキーは平成18年２月28日に全株式を売却したため

連結の範囲から除外しております。
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関係会社の状況

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権（被所

有）の所有割

合（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱小僧寿し静岡 静岡県静岡市 50,000 寿し直営事業 100.0

当社の加盟者として店舗運営し

ている

当社より資金援助を受けている

㈱小僧寿し長野 長野県岡谷市 20,000 同上 100.0 同上

㈱小僧寿し岡山 岡山県岡山市 20,000 同上 100.0 同上

㈲寿し花館西広島 広島県広島市 9,000 同上 100.0 同上

㈱札幌海鮮丸 北海道札幌市 110,000 同上 83.3

当社より商標使用の許諾を受け

ている

（役員の兼任２名）

㈱ムーン 神奈川県相模原市 10,000 その他の事業 80.0
店舗の賃貸がある

（役員の兼任２名）

（持分法適用関連会社）      

㈱小僧寿し配送センター 大阪府堺市 10,000 寿しＦＣ事業 36.0
当社の物流を担当している

不動産の賃貸がある

（親会社）      

㈱すかいらーく 東京都武蔵野市 100,000
レストラン・

チェーンの経営

（被所有）

52.9

取締役（非常勤）１名、監査役

(非常勤)１名及び出向者２名の

派遣を受けている

事務所の賃借がある

　（注）１．上記子会社は特定子会社に該当しません。

２．上記関係会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

３．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４．株式会社札幌海鮮丸については、売上高（連結会社相互間の内部売上を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。株式会社札幌海鮮丸以外の連結子会社については、売上高（連結会社相互間の内部

売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しておりま

す。

主要な損益情報等 (1）売上高 5,081,624千円

 (2）経常利益 86,351 

 (3）当期純利益 50,998 

 (4）純資産額 92,798 

 (5）総資産額 911,413 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

『食生活の未来を創造する企業へ』

当社では、『食生活の未来を創造する企業へ』を経営理念として経営の拠り所とします。

会社の永遠の発展を追及し、適正な利益を確保することにより、お客様、株主、従業員と共に繁栄する企業を目指

して豊な社会づくりに貢献したいと考えております。

これを実現するために、『食生活の未来を創造する企業へ』として、安全・安心で健康的な楽しい食生活を提案・

創造する企業を目指します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社は株式公開以来、安定した株主への利益還元に重きを置き、連結の業績動向とファイナンス及び将来の事業展

開にむけた内部留保金のバランスを考慮したうえで安定的な配当を行ってまいりましたが、４期に渡る赤字という厳

しい経営環境に鑑み、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、

平成18年12月期の１株当たり期末配当金を5円00銭から、無配に修正いたします。この結果、中間配当金は１株当た

り5円00銭を実施しており、年間配当金は１株当たり5円00銭になる予定であります。今後、復配を実現できるよう、

全役員、従業員一丸となって業績の回復に取り組む所存であります。

 内部留保金につきましては、直営全店のリニューアルモデル店舗への改装及び新規開発などの設備投資による事

業体質の強化、並びに物流・店舗の情報システム等の整備などをに充当する予定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式市場において株式の投資家層の拡大並びに流通の活性化を図ることが必要不可欠であると考えており

ます。

期末現在での投資単位は、495,000円となっておりますが、今後も投資単位の引き下げにつきましては、適宜見直

しを行うことを基本方針として、業績、株式市場の動向を勘案しつつ、その費用及び効果を検討したうえで慎重に

行ってまいります。

(4）目標とする経営指標

当社グループは、直営店のリニューアルを主軸とした抜本的な見直しと新物流・情報システムの構築を行うととも

に社内体制の構造改革を行い、当期純利益の回復を第一目標としております。

長期的な経営指標としましては、株主資本に対する指標を重視し、株主資本純利益率（ＲＯＥ）のさらなる向上に

努めてまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

経営戦略といたしましては、「小僧寿しブランドの再構築」を中長期的な大目標としており、直営小僧寿し店舗の

リニューアルモデルへの改装による既存店売上の向上、次世代店舗の開発、不振店対策に注力してまいります。

特に前期に開発したリニューアルモデル店舗を、平成19年は100店のリニューアルを予定しており進めてまいりま

す。

また、株式会社すかいらーくとのシナジー効果を具現化させることにより、店舗開発、寿し単品から惣菜・弁当と

の複合による中食メニューの導入、食材の品質向上・原価低減、配送網の整備を図るとともに安全性及び品質管理の

徹底を図ってまいります。

加盟者に対しましては、直営店同様のコンセプトの浸透及びリニューアルモデル店舗の導入を行ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

平成19年におきましても企業収益の好調は継続するものと思われますが、現在横ばいの個人消費に加え定率減税の

段階的見直しや金利の上昇による影響が懸念されており、今後の消費動向は先行き不透明な状況であります。

このような状況の中、当社グループは、安全・安心で健康的な楽しい食生活を提案・創造するべく新たに経営理念

「食生活の未来を創造する企業へ」を掲げ、お客様、株主、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくり

に貢献したいと考えております。

この経営理念を実現するために「小僧寿しブランドの再構築推進による『強い寿し事業・中食トップブランド』の

確立」を平成19年の基本方針とし、平成18年から開始しているリニューアルモデルの展開と物流網・情報システムの

整備等改革を推し進めてまいります。

平成18年に48店舗に導入したリニューアルモデル転換を100店舗以上実施し、すかいらーくの高いレベルの品質保

証体制の導入等ハード・ソフト両面からの改善、そして物流面でのインフラ整備や購買の一元化と合わせ「安全・安

心」な食材で高品質な商品を提供できる体制を構築してまいります。

また、転換前の店舗にもリニューアルモデルのソフト面の改善を取り入れ、既存店舗のブラッシュアップを図り、

新規顧客の獲得による売上拡大を図ってまいります。

また、これとは別に次世代モデル店舗の開発にも着手し、更なる改革に取り組んでまいります。
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(7）親会社等との関係に関する基本方針

①　親会社の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有

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

株式会社すかいらーく 親会社 52.9 非上場

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び親会社等との関係

当社は株式会社すかいらーくグループの中食部門を担う位置付けにあり、同社との包括的な提携を深めていく予定

であります。

具体的には、同社の物流網を使った配送体制の整備、食材の共同仕入、新システムの活用を行っております。

同社との人的関係におきましては、１名の取締役（非常勤）、１名の監査役（非常勤）が派遣されておりますが、

経営上の重要な事項は当社の取締役会、経営会議で決定しておりますので、JASDAQ上場企業としての独立性を持った

経営がなされています。

（役員の兼務状況）

役員 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 就任理由

非常勤 取締役  玉置　辰司

 株式会社すかいらーく

執行役員

ＨＤ海外事業室室長

客観的に経営・執行の監督を行

うため

非常勤 監査役  加藤　正樹

株式会社すかいらーく

ＨＤ管理ＭＡグループ　

ＭＡ担当リーダー兼財務担当

グループ企業の監査機能を担う

ため

（注）当社の取締役４名、監査役３名のうち、親会社との兼任役員はおりません。

なお、役員の兼務状況の、親会社等又はそのグループ企業での役職は、平成18年12月末現在の役職であります。

（出向者の受入れ状況）

部署名 人数 出向元の親会社等又はそのグループ企業名 出向者受入れ理由

 営業本部  １名 株式会社すかいらーく
直営営業部門強化のため当社

から依頼

 管理本部  １名 株式会社すかいらーく
情報システム部門強化のため

当社から依頼

（注）平成18年12月末現在の当社グループの従業員数は、536名であります。

③　親会社等の取引に関する事項

当社グループと親会社との取引関係は、現在は人材派遣などの人事交流、本社事務所の賃借及び一部食材の仕入れ

などがあります。

（8）内部管理体制の整備・運用状況

ジャスダック証券取引所ホームページにて、コーポレート・ガバナンスに関する報告書を開示しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　業績

当連結会計年度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を受け、いざなぎ景気を超える持続的な

景気回復局面となっております。

しかしながら、個人消費の動向は横ばいとなり消費者にとっては実感に乏しい景況感であることや、ゼロ金利解除

による金利上昇や昨年からの原油価格の高騰など懸念材料もあることから、先行き不透明感のある状況となっており

ます。

外食産業におきましては、市場規模が縮小傾向の中、店舗間の競争はより激しさを増しており、また、原油高から

くる商品コストの増加もあり、依然として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「小僧寿しブランドの再構築」を掲げ、寿し事業に注力した体制を構築して

まいりました。寿し直営事業ではリニューアルモデルの開発・展開を行い、転換した48店舗は好調に推移しておりま

す。物流・情報システムでは株式会社すかいらーくとの連携による仕入物流網の改革、インフラの整備を進行してお

り、品質向上・原価低減を進めてまいりました

以上の結果、売上の下降傾向に歯止めはかかったものの、マグロを主とする海産物の原価高騰が続いたことにより、

当連結会計年度の業績につきましては、売上高306億32百万円（前年比4.9％減）、経常損失１億23百万円（前年同期

の経常損失は５百万円）となりました。特別利益として固定資産売却益等により５億59百万円計上したものの、特別

損失として減損損失、固定資産除却損等６億26百万円計上したため、当期純損失２億91百万円（前年同期の純損失は

19億98百万円）となりました。　

②　セグメント別状況

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

(イ）寿し直営事業

寿し直営事業におきましては、持ち帰り寿し店舗として「小僧寿し」及び「鮨のいつき」、回転寿し店舗と

して「活鮮」、宅配寿し店舗として「札幌海鮮丸」を展開しております。持ち帰り寿し店舗は出店を６店に抑

え、既存店売上強化を目的にリニューアルモデル転換を含む48店舗の改装を行いました。既存店舗全体では未

だ苦戦が続いておりますが、リニューアルモデルは好調な結果を残しております。回転寿し店舗は、新規出店

と改装効果により総売上高で前年をクリアしております。寿し直営事業の当期新規出店は９店で（うち持ち帰

り寿し店舗６店、回転寿し店舗２店、宅配寿し店舗１店）25店を閉店（うち持ち帰り寿し店舗22店、回転寿し

店舗１店、宅配寿し店舗２店）したことにより当社グループの直営期末店舗数は501店となり、売上高は254億

35百万円（前期比2.8％減）となりました。

(ロ）寿しＦＣ事業

寿しＦＣ事業におきましては、小僧寿しフランチャイズチェーン加盟者への経営指導と食材の提供を主たる

事業としております。今期はマネジメント体制を見直しＦＣ加盟者との連携体制の再構築に努めて参りました。

寿しＦＣ事業の売上高は店舗数の減少などにより食材売上高が減少したため、39億41百万円（前期比15.3％減）

となっております。

(ハ）その他の事業

その他の事業におきましては、カラオケ施設「ムーン」及び弁当店を展開しております。不採算業態の撤退

を行い、その他の事業の期末店舗数は14店となり売上高は12億55百万円（前期比8.3％減）となりました。

(2）財政状態

当連結会計年度のキャッシュフローの状況

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は投資活動による資金の増加があったものの、財務

活動による資金の減少があったことにより、前連結会計年度末に比べ7億92百万円減少し24億25百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は31百万円（前期は73百万円の増加）であります。これはその

他流動負債の減少86百万円及びたな卸資産の増加10億6百万円があったためです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は６億50百万円（前期は３億４百万円の減少）であります。こ

れは有形固定資産の取得による支出が6億39百万円あったものの、敷金の返還による収入３億20百万円、有形固定資

産売却による収入４億43百万円及び投資有価証券の売却による収入２億５百万円等があったためです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は14億11百万円（前期は84百万円の増加）となりました。これ

は短期借入金の減少３億70百万円、社債の償還による支出３億37百万円及び長期借入金の返済６億23百万円等があっ

たためです。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年
期末

平成17年
期末

平成18年
期末

自己資本比率（％） 47.9 40.3 41.6

時価ベースの自己資本比率（％） 73.4 82.1 94.7

債務償還年数（年） 4.0 81.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.8 1.4 －

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

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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表より計算しております。

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

３．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、経営成績等において、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のよ

うなリスクがあります。なお、本項につきましては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信提

出日現在において判断したものであります。

①衛生管理 

当社グループが運営する各店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。

「食品衛生法」は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律であります。

飲食店を営業するにあたっては、食品衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許可

を受ける必要があります。

食中毒等の事故を起こした場合は、この法的規制により食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁止、一

定期間の営業停止等を命じられるというリスクがあります。

②食材調達

当社グループは外食企業として、食の安全を第一と考え、良質な食材の調達に努めております。

しかし、食材調達にあたっては、次のようなリスクが発生する可能性があります。

当社グループでは、在庫水準の見直しや、産地及び取引先の分散化を進める等、これらのリスクをできる限り回避

するように取り組んでおります。

（イ）疫病の発生

主に海外から輸入している食材については鳥インフルエンザやBSE（牛海綿状脳症）、口蹄疫等の疫病の発

生により、発生国からの輸入が停止となり、調達が困難になるリスクがあります。
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（ロ）天候不順・異常気象について

異常気象や冷夏等の天候不順の影響で米・野菜・穀物等が不作となり、需給バランスが崩れることによって、

価格の上昇及び調達自体の難航といったリスクが生じる可能性があります。

（ハ）国際的な漁獲制限について

異常気象や冷夏等の天候不順の影響の他、主に海外から輸入している水産物食材については国際的な漁獲制

限で魚類等が不足し、需給バランスが崩れることによって、価格の上昇及び調達自体の難航といったリスクが

生じる可能性があります。

（ニ）為替相場

当社グループは、寿しを主力商品としているため、農産物では主に米、水産物では魚介類が主力食材となっ

ており、購入している食材価格は天候等の影響、市場価格並びに外国為替相場の動向により大きく変動するも

のが含まれております。

特に米の不作、魚介類の輸入禁止措置などが食材価格を変動させ、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

③食品事故

当社グループの店舗、食材加工場において食品事故が発生した場合、当社グループの社会的イメージの失墜や損害

賠償金支払い等によって、業績に影響を受ける可能性があります。

④労務

当社グループの店舗、食材加工場（フレッシュセンター）では主にパート従業員が主力となって運営しております

が、今後、短時間労働者に対する社会保険、労働条件などの諸制度に変更がある場合は、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

⑤減損会計

当社グループは減損会計を適用しており、店舗、食材加工場、本部、事業所において土地、設備等を保有している

ため、減損が発生する可能性があります。

⑥個人情報の漏洩

当社グループは社員、パート従業員の個人情報及びデリバリー事業等においては顧客情報を保有しております。以

上の個人情報が漏洩した場合、当社グループの信用が失墜し、業績に影響を与える可能性があります。

⑦債権リスク

「債権リスク」とは、加盟者の債務不履行等により発生した求償権が回収できなくなることにより損失を被るリス

クをいいます。このリスクは、ＦＣ本部の債権管理業務に内在するもので、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

⑧訴訟リスク

「訴訟リスク」とは、加盟者との加盟契約上の不履行等により訴訟が起き、損失を被るリスクをいいます。このリ

スクは、ＦＣ本部に内在するもので、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（４）次期の見通し

マグロを始めとした生鮮食材、包材などの石油製品の高騰、食の安全性に対する不安など外部環境は厳しい状況に

ありますが、新生小僧寿しグループとして、「小僧寿しブランドの再構築推進による『強い寿し中食事業・中食トッ

プブランド』の確立を2007年度基本方針とし、リニューアルモデル店舗への改装を主軸とし直営店舗の売上回復に力

を注ぐとともに、すかいらーくグループとの連携強化による営業・物流インフラの改善を行い、経営全般にわたる効

率化と合理化政策を進めてまいります。

通期の業績の見通しにつきましては、連結売上高317億75百万円、連結営業利益1億35百万円、連結経常利益2億45

百万円、連結当期純利益４億77百万円を予定しております。

なお、配当予想につきましては、４期に渡る赤字及び平成18年度の減配という厳しい経営環境に鑑み、平成19年度

は従来の配当政策を見直し配当性向について検討中であり、現在は未定であるため平成19年３月を目処に決定次第お

知らせいたします。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

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   1,569,600   1,475,102  

２．受取手形及び売掛金   902,949   755,099  

３．有価証券   1,716,442   998,131  

４．たな卸資産   839,022   944,693  

５．繰延税金資産   75,667   352,941  

６．その他   457,211   657,067  

７．貸倒引当金   △206,918   △152,919  

流動資産合計   5,353,975 36.4  5,030,116 38.8

Ⅱ　固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物及び構築物 ※1,3 6,922,332   6,906,803   

減価償却累計額  4,598,620 2,323,711  4,566,075 2,340,727  

２．機械装置及び運搬具  434,795   422,183   

減価償却累計額  368,249 66,546  355,721 66,461  

３．工具器具及び備品 ※３ 1,580,022   1,573,820   

減価償却累計額  1,300,509 279,513  1,277,029 296,790  

４．土地 ※１  3,396,384   2,980,570  

５．建設仮勘定   40,602   1,023  

有形固定資産合計   6,106,759 41.5  5,685,574 43.8

(2)無形固定資産        

１．営業権   6,959   -  

２．のれん   -   2,783  

３．その他   66,062   62,025  

無形固定資産合計   73,022 0.5  64,809 0.5
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3)投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※２  599,504   175,801  

２．長期貸付金   405,827   152,807  

３．敷金保証金   2,119,784   1,837,808  

４．長期前払費用   85,021   74,869  

５．繰延税金資産   162,230   -  

　６．破産債権等に準ずる債
権

  －   805,584  

７．その他   786,894   108,818  

８．貸倒引当金   △992,194   △970,005  

投資その他の資産合計   3,167,068 21.6  2,185,684 16.9

固定資産合計   9,346,849 63.6  7,936,068 61.2

資産合計   14,700,825 100.0  12,966,184 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,882,630   2,944,488  

２．短期借入金 ※１  370,000   -  

３．一年内返済予定長期借入
金

※１  463,353   221,808  

４．一年内償還予定社債   335,000   210,000  

５．未払金 ※３  1,416,357   1,402,791  

６．未払法人税等   139,947   100,238  

７．賞与引当金   39,050   37,328  

８．ポイント引当金   83,500   91,500  

９．その他   351,398   569,731  

流動負債合計   6,081,236 41.4  5,577,885 43.0
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債        

１．社債   685,000   575,000  

２．長期借入金 ※１  1,128,097   746,072  

３．退職給付引当金   232,669   216,835  

４．役員退職慰労引当金   357,089   －  

５．その他 ※３  272,572   424,887  

固定負債合計   2,675,427 18.2  1,962,795 15.2

負債合計   8,756,663 59.6  7,540,681 58.2

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   19,036 0.1  - -

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  1,458,500 9.9  - -

Ⅱ　資本剰余金   3,880,456 26.4  - -

Ⅲ　利益剰余金   788,720 5.4  - -

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   82,790 0.5  - -

Ⅴ　自己株式 ※５  △285,342 △1.9  - -

資本合計   5,925,125 40.3  - -

負債、少数株主持分及び資
本合計

  14,700,825 100.0  - -

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本   - -    

１．資本金   - -  1,458,500 11.2

２．資本剰余金   - -  3,880,456 30.0

３．利益剰余金   - -  367,477 2.8

４．自己株式   - -  △304,909 △2.4

株主資本合計   - -  5,401,524 41.6

Ⅱ　少数株主持分   － －  23,978 0.2

純資産合計   － －  5,425,503 41.8

負債純資産合計   － －  12,966,184 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   32,200,943 100.0  30,632,406 100.0

Ⅱ　売上原価   14,365,107 44.6  13,680,333 44.7

売上総利益   17,835,835 55.4  16,952,073 55.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  17,890,245 55.6  17,121,995 55.9

営業損失   54,409 △0.2  169,922 △0.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  28,312   25,779   

２．受取配当金  4,682   3,337   

３．受取賃貸料  200,370   189,999   

４．その他  51,368 284,734 0.9 59,444 278,560 0.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  50,904   36,063   

２．賃貸資産関連費用  157,908   165,898   

３．貸倒引当金繰入額  2,251   -   

４．持分法による投資損失  6,849   227   

５．その他  17,772 235,685 0.7 29,485 231,675 0.7

経常損失   5,361 △0.0  123,036 △0.4

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 6,869   217,519   

２．投資有価証券売却益  -   124,456   

３．貸倒引当金戻入益  2,341   7,665   

４．役員退職慰労引当金戻入
益

 -   186,000   

５．その他  1,056 10,266 0.0 23,864 559,505 1.8
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 319   18,291   

２．固定資産除却損 ※４ 178,559   141,619   

３．減損損失 ※５ 1,374,751   359,631   

４．退職給付引当金繰入額 ※６ 48,937   -   

５．貸倒引当金繰入額  26,756   -   

６．ポイント引当金繰入額  72,005   -   

７．リース解約損  -   85,394   

８．会員権評価損  -   4,199   

９．その他  12,625 1,713,955 5.3 16,944 626,079 2.0

税金等調整前当期純損失   1,709,050 △5.3  189,610 △0.6

法人税、住民税及び事業
税

 152,970   146,151   

法人税等調整額  175,286 328,256 1.0 △58,690 87,460 0.3

少数株主損失   38,353 0.1  - －

少数株主利益   -   14,442 0.0

当期純損失   1,998,953 △6.2  291,513 △0.9
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,880,456

Ⅱ　資本剰余金期末残高   3,880,456

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,917,533

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．配当金  129,858  

２．当期純損失  1,998,953 2,128,812

Ⅲ　利益剰余金期末残高   788,720
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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17年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 788,720 △285,342 5,842,334

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 － － △129,729 － △129,729

当期純利益(△損失） － － △291,513 － △291,513

自己株式の取得 － － － △19,566 △19,566

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △421,243 △19,566 △440,809

平成18年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 367,477 △304,909 5,401,524

 

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 

平成17年12月31日　残高（千円） 82,790 19,036 5,944,161

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △129,729

当期純利益(△損失） － － △291,513

自己株式の取得 － － △19,566

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△82,790 4,941 △77,848

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△82,790 4,941 △518,658

平成18年12月31日　残高（千円） － 23,978 5,425,503
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純損失  △1,709,050 △189,610

減価償却費  471,436 393,338

減損損失  1,374,751 359,631

賃貸資産償却費  7,941 8,688

敷金償却  39,992 29,931

貸倒引当金の増加（△減
少）額

 65,756 △4,001

投資有価証券売却益  - △124,456

持分法による投資損失  6,849 227

固定資産売却益  △6,869 △217,519

固定資産除却損  178,559 141,619

固定資産売却損  319 18,291

賞与引当金の増加（△減
少）額

 3,157 △1,722

受取利息及び受取配当金  △32,994 △29,116

支払利息  50,904 36,063

売上債権の減少額  434,830 111,467

たな卸資産の減少（△増
加）額

 94,916 △106,337

仕入債務の増加（△減
少）額

 △380,161 62,379

未払消費税等の増加（△
減少）額

 △25,577 10,333

退職給付引当金の減少額  △31,176 △15,833
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

その他流動資産の減少
（△増加）額

 15,461 △74,633

その他流動負債の減少額  △7,846 △86,114

その他固定負債の増加額  1,113 99,274

役員退職慰労引当金の減
少額

 △4,810 △224,150

その他  △272,172 △84,845

小計  275,331 112,904

利息の支払額  △51,882 △38,012

利息及び配当金の受取額  27,023 37,274

法人税等の支払額  △176,894 △143,674

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 73,577 △31,507
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

信託受益権の償還による
収入

 100,000 －

有形固定資産の取得によ
る支出

 △751,302 △639,138

無形固定資産の取得によ
る支出

 △930 △3,154

有形固定資産の売却によ
る収入

 322,306 443,967

投資有価証券の償還によ
る収入

 14,634 100,000

投資有価証券の取得によ
る支出

 △100,000 －

投資有価証券の売却によ
る収入

 － 205,690

貸付金の貸付による支出  △18,568 △8,889

貸付金の回収による収入  107,290 61,363

敷金の支払による支出  △125,904 △83,509

敷金の返還による収入  144,637 320,894

定期預金の払戻による収
入

 － 20,610

長期未収入金の入金によ
る収入

 2,236 2,792

土地譲渡に伴う手付金収
入

 － 240,000

連結範囲の変更に伴う現
金及び現金同等物の減少
額

 － △13,138

その他  1,055 3,215

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △304,544 650,704
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

自己株式の取得による支
出

 △5,687 △19,566

短期借入金の純減少額  △58,000 △370,000

割賦債務の増加額  75,153 5,318

割賦債務の支払額  △52,864 △34,821

社債の発行による収入  97,800 98,835

社債の償還による支出  △40,340 △337,630

配当金の支払額  △129,591 △129,970

長期借入金による収入  1,020,000 －

長期借入金の返済による
支出

 △822,152 △623,570

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 84,317 △1,411,404

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △146,649 △792,207

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 3,364,049 3,217,400

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 3,217,400 2,425,193
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

 

(1)連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

㈱小僧寿し静岡

㈱小僧寿し長野

㈱小僧寿し岡山

㈲寿し花館西広島

㈱札幌海鮮丸

㈱ムーン

㈱マッキー

なお、前連結会計年度まで連結

子会社でした㈱小僧寿し長崎地区

本部は平成17年11月30日、㈱小僧

寿し北海道本部は平成17年12月20

日にそれぞれ清算結了をいたしま

した。

(1)連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

㈱小僧寿し静岡

㈱小僧寿し長野

㈱小僧寿し岡山

㈲寿し花館西広島

㈱札幌海鮮丸

㈱ムーン

 

なお、前連結会計年度まで連結

子会社でした㈱マッキーは平成18

年2月28日に全株式を譲渡したた

め連結の範囲から除いておりま

す。

 

 

 

 

(2)非連結子会社の数　１社

非連結子会社名

KOZO SUSHI AMERICA, INC.

(2)非連結子会社の数　１社

非連結子会社名

KOZO SUSHI AMERICA, INC.

 

 

(非連結子会社について、連結の範

囲から除いた理由)

同社の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(非連結子会社について、連結の範

囲から除いた理由)

同左

２．持分法の適用に関する事

項

 

(1)持分法適用の関連会社数　１社

会社名

㈱小僧寿し配送センター

(1)持分法適用の関連会社数　１社

会社名

同左

 (2)非連結子会社であるKOZO SUSHI 

AMERICA, INC. は、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等から見て持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法を適用しておりません。

(2)　　 　　

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

同左
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

 

 

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

当連結会計年度末日の市場価格等

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

移動平均法により算定）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

当連結会計年度末日の市場価格等

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

は移動平均法により算定）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

 

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

時価法

 

 

 

ハ　たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

ハ　たな卸資産

商品

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

 

 

 

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　３～12年

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ　無形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

ソフトウェア　　　５年

営業権　　　　　　５年

ロ　無形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

 ソフトウェア　　　５年

 のれん　　　　　　５年

 

 

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

 

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額のうち当連結会計年度に負担すべ

き金額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 

 

ハ　退職給付引当金

　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、当連結会計

年度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。なお、会計基

準変更時差異（328,362千円）について

は、15年償却とし、販売費及び一般管理

費に計上しております。

ハ　退職給付引当金

　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、当連結会計

年度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。なお、会計基

準変更時差異（327,961千円）について

は、15年償却とし、販売費及び一般管理

費に計上しております。

 

 

ニ　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、役員退職慰労金内規に基づく当

連結会計年度末要支給額の100％を計上

しております。

ニ　役員退職慰労引当金

――――――

 

 

 

 

 (追加情報)

　平成17年12月21日開催の取締役会にお

いて役員退職慰労金制度の廃止を決議し、

平成17年12月までの在任期間に対する退

職慰労金の打ち切り支給を平成18年3月

29日開催の定時株主総会で決議いたしま

した。これに伴い、打ち切り支給額とし

確定した未払額を役員退職慰労金引当金

から固定負債の「未払金」に振替えてお

ります。

 

 

 

ホ　ポイント引当金

　連結子会社である㈱札幌海鮮丸は、販

売促進を目的とするポイント制度（「マ

イポイント」）に基づき顧客に付与した

ポイントの将来の行使に備えるため、当

連結会計年度末のポイント残高のうち将

来行使されると見込まれるポイントに対

応する金額を計上しております。

ホ　ポイント引当金

　連結子会社である㈱札幌海鮮丸は、販

売促進を目的とするポイント制度（「マ

イポイント」）に基づき顧客に付与した

ポイントの将来の行使に備えるため、当

連結会計年度末のポイント残高のうち将

来行使されると見込まれるポイントに対

応する金額を計上しております。

 

 

（会計処理の変更）

連結子会社である㈱札幌海鮮丸は、販売

促進を目的とするポイント制度（「マイポ

イント」）に基づき顧客に付与したポイン

トの行使に伴う費用については、従来ポイ

ント行使時に費用処理をしておりましたが、

当連結会計年度より当連結会計年度末のポ

イント残高のうち将来行使されると見込ま

れるポイントに対応する金額を引当計上す

る方法に変更いたしました。
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 　この変更は、下期においてマイポイント

サービス規約を制定したこと及びそれに伴

いポイント使用状況を把握する管理システ

ムが整備され、将来の使用割合を合理的に

見積もれるようになったことを契機により

適正な期間損益計算を行い財務内容の健全

化を図るために変更したものであります。

　これに伴い、当連結会計年度に発生した

ポイントに対応する金額83,500千円を「販

売費及び一般管理費」の「ポイント引当金

繰入額」として、当連結会計年度以前に発

生したポイントに対応する金額72,005千円

を「特別損失」の「ポイント引当金繰入

額」として計上しております。この結果、

従来の方法によった場合と比べ、営業損失

及び経常損失は11,495千円増加し、税金等

調整前当期純損失は83,500千円増加してお

ります。

　また、セグメント情報に与える影響は

「事業の種類別セグメント情報」の

「（注）7」に記載しております。

なお、ポイント使用状況を把握する管理

システムの整備が当下期に行われたため、

当中間連結会計期間末においてはポイント

利用実績率の把握ができず、合理的な金額

の算定ができませんでしたので、当中間連

結会計期間末は従来の方法によっておりま

す。

 

 

　

 

(4)外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。

同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

　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。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

 

イ　ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たしており、か

つ、想定元本、利息の受払条件及び契約

期間がヘッジ対象負債と同一である金利

スワップ取引については、特例処理を採

用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左
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前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　デリバティブ取引

(金利スワップ取引)

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象　市場金利連動型借入金 ヘッジ対象

同左

 

 

ハ　ヘッジ方針

　当社グループでデリバティブ取引を

行っているのは当社のみであり、市場

金利連動型借入金の金利変動リスクを

ヘッジする手段として利用している金

利スワップ取引に対してヘッジ会計を

適用しております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判

定に代えております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 

ホ　その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

　デリバティブ取引のリスク管理につい

ては、取締役会で基本方針を決定し、

個々の取引の実行及び管理は、担当取締

役の決裁に基づき、経理財務グループが

行っております。なお、デリバティブ取

引に関する管理規程は特に設けておりま

せん。

ホ　その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

同左

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

 

 

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度の適用

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づき作成しております。

――――――

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、取得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する定期預金及び満期日又は、償還

日等の定めのない容易に換金可能であり、

かつ価値変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっておりま

す。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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（「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）が平成17年12月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表において適用が認められていることに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これにより減損損失1,374,751千円を計上いた

しました。この結果、当該会計基準を適用しなかった場合

と比べ、減価償却費等は98,839千円減少し、営業損失及び

経常損失は同額減少し、税金等調整前当期純損失は

1,275,911千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接控除しております。

　また、セグメント情報に与える影響は「事業の種類別セ

グメント情報」の「（注）6」に記載しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は5,401,524千円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

 

　

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「有形固定資産の売

却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度

において区分掲記することに変更しました。

なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「有形固定資産の売

却による収入」は、630千円であります。

 

――――――

 

 

 

――――――

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表）

（1）投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

りました「破産債権等に準ずる債権」は、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「破産債権等に準ずる債権」の金額は645,106千円で

あります。

（2）「営業権」は、当連結会計年度より「のれん」と表

示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

担保に供している資産

建物及び構築物 137,834千円

土地 974,216

計 1,112,050

建物及び構築物 128,525千円

土地 552,640

計 681,166

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

短期借入金 170,000千円

長期借入金 881,400

（一年内返済予定長期借入金を含む）

計 1,051,400

長期借入金 513,800千円

（一年内返済予定長期借入金を含む）

　　　なお、上記以外に有形固定資産の一部については割

賦払いの方法で購入しているため、所有権が売主に留

保されております。 

 所有権が留保されている資産

建物及び構築物 65,431千円

工具器具及び備品 1,040

計 66,472

（上記に対応する債務）

未払金 35,684千円

固定資産「その他」 31,639

計 67,323

※２　投資有価証券には、関係会社に対するものが

23,956千円含まれております。

※２　投資有価証券には、関係会社に対するものが23,728

千円含まれております。

※３　有形固定資産のうち「建物及び構築物」及び「工具

器具及び備品」の一部については、割賦払いの方法で

購入しているため、所有権が売主に留保されており、

その未払額は次のとおりであります。

※３　　　　

──────

未払金 34,532千円

固定負債「その他」 67,137

計 101,669

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式13,188,884株で

あります。

※４　

 ──────

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式

207,623株であります。

※５　

 ──────

　６　偶発債務 　６　偶発債務

①　子会社である株式会社札幌海鮮丸は、下記加盟者

のリース債務に対して債務保証を行っております。

①　子会社である株式会社札幌海鮮丸は、下記加盟者

のリース債務に対して債務保証を行っております。

谷江　吉之 2,578千円

加藤　照幸 472

計 3,051

谷江　吉之 2,510千円

加藤　照幸 902

計 3,412

②　当社は下記加盟者のリース債務に対して債務保証

を行っております。

②　当社は下記加盟者のリース債務に対して債務保証

を行っております。

石松　政明 393千円 石松　政明 211千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

業務委託費 686,495千円

広告宣伝費 956,050

賃金・手当 6,135,853

給与手当 2,308,502

地代家賃 1,834,441

水道光熱費 871,525

貸倒引当金繰入額 42,212

賞与引当金繰入額 30,586

退職給付費用 110,447

役員退職慰労引当金繰入額 22,190

ポイント引当金繰入額 83,500

業務委託費 653,253千円

広告宣伝費 827,088

賃金・手当 6,109,302

給与手当 2,210,772

地代家賃 1,748,745

水道光熱費 856,181

貸倒引当金繰入額 10,597

賞与引当金繰入額 37,328

退職給付費用 134,774

ポイント引当金繰入額 91,500

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 5,340千円

工具器具及び備品 1,348

無形固定資産「その他」 180

合計 6,869

建物及び構築物 3,513千円

町田物流センターの土地建物等 214,005

合計 217,519

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 73千円

工具器具及び備品 246

合計 319

建物 18,271

工具器具及び備品 20

合計 18,291

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　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 85,209千円

機械装置及び運搬具 4,397

工具器具及び備品 12,695

無形固定資産「その他」 1,904

敷金保証金 18,035

撤去費用 56,316

合計 178,559

建物及び構築物 62,770千円

機械装置及び運搬具 617

工具器具及び備品 11,537

敷金保証金 5,849

撤去費用他 60,843

合計 141,619

－ 28 －



前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※５　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いたしました。

※５　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いたしました。

場所 用途 種類

東京都、神奈川
県他

店舗等
土地、建物、
リース資産等

宮城県、茨城県
他

支部
建物、リース
資産等

埼玉県、群馬県
他

集中キッチン 同上

場所 用途 種類

東京都、埼玉県、
千葉県他

倉庫、店舗等
土地、建物、
リース資産等

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てグルーピングをしておりま

す。また、一定のエリアごとに複数店舗を管理する「支部」

（支部が管理する各店舗に食材を供給する単独キッチンを

含む）及び複数支部に対して食材を供給する「集中キッチ

ン」については共有資産としております。

長期的な消費の落ち込みに加え、店舗を取り巻く環境の

急激な変化などに対応しきれない上記資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、減損損失1,374,751千円を

特別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物及び構築物792,083千円、機械装置及び

運搬具20,337千円、工具器具及び備品143,257千円、土地

88,797千円、無形固定資産29,724千円、リース資産200,233

千円及び投資その他の資産100,318千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額につ

いては主として路線価等を、使用価値については将来キャッ

シュ・フローを5.5％で割引いて算定しております。

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てグルーピングをしておりま

す。また、一定のエリアごとに複数店舗を管理する「支部」

（支部が管理する各店舗に食材を供給するフレッシュセン

ターを含む）及び複数支部に対して食材を供給する「フレッ

シュセンター」については共有資産としております。

長期的な消費の落ち込みに加え、店舗を取り巻く環境の

急激な変化などに対応しきれない上記資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、減損損失359,631千円を特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物及び構築物129,693千円、機械装置及び

運搬具3,658千円、工具器具及び備品33,641千円、土地　　

　127,708千円、無形固定資産3,277千円、リース資産　　

　51,345千円及び投資その他の資産10,306千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

又は使用価値により測定しております。正味売却価額につ

いては主として不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価額

を、使用価値については将来キャッシュ・フローを5.5％

で割引いて算定しております。

※６　退職金規程変更に伴う責任準備金の増加額でありま

す。

※６　　　　　　　　　――――――
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 13,188,884 － － 13,188,884

合計 13,188,884 － － 13,188,884

自己株式     

普通株式　（注） 207,623 19,153 － 226,776

合計 207,623 19,153 － 226,776

 （注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

 

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３月29日

定時株主総会
普通株式 64,906 5.00 平成17年12月31日 平成18年3月30日

平成18年８月17日

取締役会
普通株式 64,823 5.00 平成18年6月30日 平成18年9月11日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,569,600千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △68,642

有価証券勘定に含まれている満期日

又は償還日等の定めのない容易に換

金可能かつ価値変動について僅少な

リスクしか負わない短期投資

1,716,442

現金及び現金同等物 3,217,400

 

２．

──────

現金及び預金勘定 1,475,102千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △48,040

有価証券勘定に含まれている満期日

又は償還日等の定めのない容易に換

金可能かつ価値変動について僅少な

リスクしか負わない短期投資

998,131

現金及び現金同等物 2,425,193

２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　　株式の売却によりマッキー㈱が連結子会社でなくなっ

たことに伴う売却時の資産及び負債並びにマッキー㈱株

式の売却価格と売却による支出は次のとおりであります。

流動資産 21,332千円

流動負債 △1,663

少数株主持分 △9,500

株式売却損 △5,169

マッキー㈱株式の売却価格 5,000

マッキー㈱現金及び現金同等物 △18,138

差引　売却による支出 △13,138
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（借主側）

１．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

（借主側）

１．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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物及び
構築物

1,182,031 651,262 5,016 525,752

機械装置
及び運搬
具

321,067 173,018 26,930 121,118

工具器具
及び備品

1,087,007 496,722 167,866 422,419

無形固定
資産「そ
の他」

130,709 52,991 420 77,297

計 2,720,816 1,373,994 200,233 1,146,588

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物及び
構築物

1,177,158 755,253 36,666 385,238

機械装置
及び運搬
具

420,849 274,814 4,702 141,332

工具器具
及び備品

1,164,697 645,630 206,997 312,070

無形固定
資産「そ
の他」

214,029 56,371 420 157,238

計 2,976,735 1,732,069 248,786 995,879

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 399,081千円

１年超 972,017千円

計 1,371,098千円

１年内 421,453千円

１年超 943,926千円

計 1,365,380千円

③　リース資産減損勘定の期末残高　　 161,822千円 ③　リース資産減損勘定の期末残高　　 148,146千円

④　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

④　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 462,680千円

リース資産減損勘定の取崩額 38,410千円

減価償却費相当額 320,986千円

支払利息相当額 28,721千円

減損損失 200,233千円

支払リース料 513,472千円

リース資産減損勘定の取崩額 65,021千円

減価償却費相当額 320,217千円

支払利息相当額 27,117千円

減損損失 51,345千円

⑤　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

⑤　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑥　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑥　利息相当額の算定方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内 2,656千円

１年超 2,049千円

計 4,706千円

１年内 1,316千円

１年超 3,365千円

計 4,681千円

  

（貸主側）

　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

 

──────

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高  

 工具器具及び備品

リース物件の取得価額 -千円

減価償却累計額 -千円

期末残高 -千円

②　未経過リース料期末残高相当額  

１年内 -千円

１年超 -千円

計 -千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は未経過リー

ス料期末残高及び見積残存価額の残高の合計

額が、営業債権の期末残高等に占める割合が

低いため、受取利子込み法により算定してお

ります。

 

③　受取リース料及び減価償却費  

受取リース料 215千円

減価償却費 22千円
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日） 

取得原価
（千円）

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）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1)株式 62,970 187,154 124,183 - - -

(2)債券       

①　国債・地方債等 - - - - - -

②　社債 - - - - - -

③　その他 - - - - - -

(3）その他 100,600 116,970 16,370 - - -

小計 163,570 304,124 140,553 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 - - - - - -

(2)債券       

①　国債・地方債等 - - - - - -

②　社債 - - - - - -

③　その他 200,260 198,850 △1,410 98,480 98,480 -

(3）その他 19,979 19,979 - - - -

小計 220,239 218,829 △1,410 98,480 98,480 -

合計 383,810 522,954 139,143 98,480 98,480 -

（注）　「債券」の中には、複合金融商品が含まれており、その評価については、「デリバティブ取引」に記載しており

ます。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

- - - 308,007 124,456 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日）

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 52,593 53,593

マネー・マネージメント・

ファンド
1,716,442 998,131

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成17年12月31日） 当連結会計年度（平成18年12月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

非上場外国債券 - - - 198,850 - - - 98,480

合計 - - - 198,850 - - - 98,480
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当社グループでデリバティブ取引を行っているのは当社

のみであり、その概要は下記のとおりであります。

　当社グループでデリバティブ取引を行っているのは当社

のみであり、その概要は下記のとおりであります。

１．取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連で

は金利スワップ取引であります。また、余資運用のため、

複合金融商品を利用しております。

１．取引の内容

　

　　同左 

 

２．取引に対する取組方針

当社は、相場変動リスクのある資産・負債のうち、対

象とする残高の範囲内でデリバティブ取引を利用するこ

ととしており、原則として投機目的のためのデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。

２．取引に対する取組方針

 

　　同左 

 

 

３．取引の利用目的

　当社は、変動金利支払の借入金について将来の金利変

動によるリスクを軽減する目的で金利スワップ取引を利

用しております。また、余資運用目的でパワーデュアル

債（複合金融商品）を利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

３．取引の利用目的

　当社は、変動金利支払の借入金について将来の金利変

動によるリスクを軽減する目的で金利スワップ取引を利

用しております。また、余資運用目的でデジタルクーポ

ン債（複合金融商品）を利用しております。　

 　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(イ)ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処理を採用して

おります。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

　金利変動リスクをヘッジするため、金利スワップ取

引を利用しております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件に該当するため、そ

の判断をもって、有効性の判定に代えております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

４．取引に係るリスクの内容

　当社が利用しているパワーデュアル債（複合金融商

品）は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取

引は市場金利の変動によるリスクを有しております。な

お、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行及び証券会社であるため、相手方の

契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しており

ます。

４．取引に係るリスクの内容

　当社が利用しているデジタルクーポン債（複合金融商

品）は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取

引は市場金利の変動によるリスクを有しております。な

お、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行及び証券会社であるため、相手方の

契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しており

ます。
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決

定され、個々の取引の実行及び管理は担当取締役の決裁

に基づき、経理部が行っております。なお、当社はデリ

バティブ取引に関する管理規程は特に設けておりません。

５．取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

複合金融商品 債券 100,000 100,260 260

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づいております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載対象から除いております。

当連結会計年度

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

複合金融商品 債券 100,000 98,480 △1,520

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づいております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載対象から除いております。
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は昭和62年12月より100％適格退職年金制度を採

用しております。また、当社は外食産業ジェフ厚生年金

基金に加入しておりますが、当該厚生年金制度は退職給

付会計に関する実務指針33項の例外処理を行う制度であ

ります。同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出

割合に基づく平成17年３月末日の年金資産残高は

1,003,444千円であります。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は適格退職年金制度及び確定拠出年金制度を採用

しております。また、当社は外食産業ジェフ厚生年金基

金に加入しておりますが、当該厚生年金制度は退職給付

会計に関する実務指針33項の例外処理を行う制度であり

ます。同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割

合に基づく平成18年３月末日の年金資産残高は1,229,572

千円であります。

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 △961,097千円

年金資産 525,146  

未積立退職給付債務 △435,950  

会計基準変更時差異の未処理額 203,281  

退職給付引当金 △232,669  

退職給付債務 △978,200千円

年金資産 580,214  

未積立退職給付債務 △397,986  

会計基準変更時差異の未処理額 181,150  

退職給付引当金 △216,835  

　（注）　退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採

用しております。

　（注）　退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採

用しております。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 25,355千円

会計基準変更時差異の費用処理

額
21,890

 

総合型（外食産業ジェフ厚生年

金基金）の掛金
63,200

 

退職給付費用合計 110,447  

退職金規程変更に伴う責任準備

金の増加額
48,937  

計 159,384  

勤務費用 47,808千円

会計基準変更時差異の費用処理

額
21,864

 

総合型（外食産業ジェフ厚生年

金基金）の掛金
64,644

 

確定拠出年金の掛金 458  

退職給付費用合計 134,774  

   

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

会計基準変更時差異の処理年数 15年 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（流動資産） （単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金 67,709

賞与引当金 15,809

税務上の欠損金 14,867

ポイント引当金 33,767

その他 35,798

小計 167,952

評価性引当額 △92,285

繰延税金資産合計 75,667

  

（固定資産）  

繰延税金資産  

税務上の欠損金 380,510

貸倒引当金 370,969

土地 407,708

減損損失 419,588

役員退職慰労引当金 144,621

退職給付引当金 93,119

その他 96,734

小計 1,913,252

評価性引当額 △1,694,669

繰延税金資産合計 218,583

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △56,353

繰延税金資産の純額 162,230

（流動資産） （単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金 50,806

賞与引当金 15,076

税務上の欠損金 266,106

ポイント引当金 37,008

その他 38,933

小計 407,931

評価性引当額 △54,989

繰延税金資産合計 352,941

  

（固定資産）  

繰延税金資産  

税務上の欠損金 283,799

貸倒引当金 357,392

土地 407,708

減損損失 415,880

長期未払金 52,868

退職給付引当金 87,818

その他 60,501

小計 1,665,968

評価性引当額 △1,665,968

繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5%

（調整）  

交際費等の一時差異でない項目 △2.7%

住民税均等割額 △7.4%

繰延税金資産に対する評価性引当金の当連

結会計年度増減額
△50.8%

その他 1.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △19.2%

法定実効税率 40.5%

（調整）  

交際費等の一時差異でない項目 △13.0%

住民税均等割額 △65.7%

繰延税金資産に対する評価性引当金の当連

結会計年度増減額
△8.7%

その他 0.8%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △46.1%
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

 
寿し直営事
業（千円）

寿しＦＣ事
業（千円）

その他の事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 26,175,515 4,655,737 1,369,690 32,200,943 - 32,200,943

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - - - -  

計 26,175,515 4,655,737 1,369,690 32,200,943 - 32,200,943

営業費用 25,378,978 4,502,628 1,394,277 31,275,883 979,470 32,255,353

営業利益（△損失） 796,537 153,109 △24,586 925,060 (979,470) △54,409

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 6,142,149 2,297,184 1,088,055 9,527,389 5,173,435 14,700,825

減価償却費 279,618 28,583 59,160 367,362 104,074 471,436

減損損失 1,009,172 4,924 133,179 1,147,276 27,241 1,174,517

資本的支出 827,373 10,219 202,379 1,039,973 3,338 1,043,312

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1) 寿し直営事業……持ち帰り寿し、回転寿し、宅配寿しの販売

(2) 寿しＦＣ事業……加盟店に対する食材、包装資材の販売及びロイヤリティ収入

(3) その他の事業……カラオケ施設等の運営、スパゲティ、弁当等の販売

３．営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は979,470千円であり、その主なものは

当社の営業本部・商品本部を除く本社部門に係る経費であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,173,435千円であり、その主なものは、当社で

の余資運転資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。

　　　　６. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から

固定資産の減損に係る会計基準及び同適用指針を適用しております。この結果、当該会計基準を適用しなかっ

た場合に比べ、「寿し直営事業」について営業利益は84,926千円多く計上され資産は960,040千円少なく計上

され、「寿しＦＣ事業」について営業利益は414千円多く計上され資産は4,685千円少なく計上され、「その

他の事業」について営業利益は11,207千円多く計上され資産は126,695千円少なく計上され、「消去又は全

社」について営業利益は2,292千円多く計上され資産は25,915千円少なく計上されております。

７. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項(3)重要な引当金の計上基

準　ホ　ポイント引当金」に記載のとおり当連結会計年度から連結子会社である㈱札幌海鮮丸は、ポイント

引当金を計上しております。

この結果、当該会計基準を適用しなかった場合に比べ、「寿し直営事業」について営業費用は11,495千円増

加し、営業利益は同額減少しております。
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当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 
寿し直営事
業（千円）

寿しＦＣ事
業（千円）

その他の事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 25,435,722 3,941,188 1,255,494 30,632,406 - 30,632,406

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - - - - -

計 25,435,722 3,941,188 1,255,494 30,632,406 - 30,632,406

営業費用 25,073,680 3,829,906 1,185,788 30,089,374 712,953 30,802,328

営業利益（△損失） 362,042 111,282 69,706 543,031 (712,953) △169,922

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 5,843,837 1,630,437 1,245,051 8,719,326 4,246,858 12,966,184

減価償却費 248,196 12,980 47,987 309,163 84,174 393,338

減損損失 247,364 44,917 16,003 308,285 - 308,285

資本的支出 721,006 1,497 3,668 726,171 8,491 734,663

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1) 寿し直営事業……持ち帰り寿し、回転寿し、宅配寿しの販売

(2) 寿しＦＣ事業……加盟店に対する食材、包装資材の販売及びロイヤリティ収入

(3) その他の事業……カラオケ施設等の運営、スパゲティ、弁当等の販売

３．営業費用のうち、「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は712,953千円であり、その主なものは

当社の営業本部・ＭＤ本部を除く本社部門に係る経費であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,246,858千円であり、その主なものは、当社で

の資運転資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度

　海外売上高が連結売上高の合計額に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度

　海外売上高が連結売上高の合計額に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

その他の

関係会社

㈱すかい

らーく

東京都

武蔵野

市

12,904,657

レストラ

ン・

チェーン

の経営

(被所有)

直接

30.8％

なし 業務提携
営業

取引
顧問料 2,779 未払金 1,459

(2)役員及び個人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

㈱サニー

フーヅ

高知県

高知市
30,300

寿し、弁

当の製造

及び販売

他

(被所有)

直接

0.2％

間接

0.6％

役員

１名
加盟者

営業

取引

商品売上 498,874 売掛金 105,421

ロイヤリティ

収入
131,627 売掛金 12,594

広告宣伝立替

金
47,557

未収入

金
4,367

その他 7,899 未払金 3,750

㈲ミツコ
東京都

渋谷区
6,200

化粧品の

販売及び

不動産の

賃貸等

なし
役員

１名
家主

営業

取引
その他 3,000 － -

敷金の差入 -
敷金保

証金
800

㈲小僧寿

し南浦和

埼玉県

さいた

ま市南

区

3,000

持ち帰り

寿しの製

造及び販

売

なし なし 加盟者

営業

取引

商品売上 28,049 売掛金 3,581

ロイヤリティ

収入
6,254 売掛金 662

広告宣伝立替

金
795

未収入

金
77

保証金の預り 55

長期預

り保証

金

680

㈲小僧寿

し戸田

埼玉県

戸田市
3,000

持ち帰り

寿しの製

造及び販

売

なし なし 加盟者

営業

取引

商品売上 16,477 売掛金 2,514

ロイヤリティ

収入
3,139 売掛金 387

広告宣伝立替

金
395

未収入

金
42

保証金の預り 110

長期預

り保証

金

149
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(3）子会社等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

関連会社

㈱小僧寿

し配送セ

ンター

大阪府

堺市
10,000

寿し材料

の配送業

務及び倉

庫管理業

36.0％
兼任

１名

食材等

の配送

業務及

び倉庫

管理の

委託

営業

取引

商品売上 1,506 売掛金 777

業務委託費 146,161 未払金 -

営業

取引

以外

の取

引

受取賃貸料 22,857 － -

　（注）１．上記(1)～(3)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

２．商品売上の単価は、当社の仕入原価に所要のマージンを付加して決定しております。

価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件であります。

３．ロイヤリティ収入は、フランチャイズ契約の二者契約においては売上の4.75％、三者契約（サブ・フランチャ

イズ契約）においては2.75％を徴収しております。

当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件であります。

４．業務委託費は、加盟者から徴収した配送分担金に、物流管理費を加えたものを勘案して決めております。

５．広告宣伝負担金として、全国規模の販促活動のために月間売上高の一定率、１％を徴収しており、当社と関

連を有しない他の当事者と同様の条件であります。
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当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上の
関係

親会社
㈱すかい

らーく

東京都

武蔵野

市

100,000

レストラ

ン・

チェーン

の経営

(被所有)

直接

52.9％

なし 業務提携

営業

取引

仕入

 地代家賃

 支払手数料

 その他

3,594

20,605

12,616

22,545

買掛金

未払金

199

8,776

営業

取引

以外

の取

引

配当金支払 34,043  － －

(2)役員及び個人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

㈱サニー

フーヅ

高知県

高知市
30,300

寿し、弁

当の製造

及び販売

他

(被所有)

直接

なし

間接

0.1％

役員

１名
加盟者

営業

取引

商品売上 80,809

ロイヤリティ

収入
30,036

広告宣伝立替

金
10,387

その他 20

㈲ミツコ
東京都

渋谷区
6,200

化粧品の

販売及び

不動産の

賃貸等

なし
役員

１名
家主

営業

取引
その他 750

㈲小僧寿

し南浦和

埼玉県

さいた

ま市南

区

3,000

持ち帰り

寿しの製

造及び販

売

なし なし 加盟者

営業

取引

商品売上 6,382

ロイヤリティ

収入
1,479

広告宣伝立替

金
188

保証金の預り 11

㈲小僧寿

し戸田

埼玉県

戸田市
3,000

持ち帰り

寿しの製

造及び販

売

なし なし 加盟者

営業

取引

商品売上 4,079

ロイヤリティ

収入
808

広告宣伝立替

金
102

保証金の預り 28

(3）子会社等

 

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

関連会社

㈱小僧寿

し配送セ

ンター

大阪府

堺市
10,000

寿し材料

の配送業

務及び倉

庫管理業

36.0％
兼任

１名

食材等

の配送

業務及

び倉庫

管理の

委託

営業

取引

商品売上 1,741 売掛金 1,043

業務委託費 194,984 未払金 -

営業

取引

以外

の取

引

受取賃貸料 22,857 － -
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（4）兄弟会社等 

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権等
の所有割
合（被所
有割合）
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

親会社の

子会社

㈱ジャパ

ンカーゴ

埼玉県

東松山

市

100,000
材料の配

送業務
なし なし

業務提

携

営業

取引
業務委託費 91,420 未払金 41,955

㈱すかい

らーくＤ

＆Ｍ

東京都

武蔵野

市

20,000
不動産管

理等
 なし なし

業務提

携

営業

取引

仕入 7,555 買掛金 2,514

不動産手数料 3,264 未払金 357

ひばり開

発㈱

東京都

武蔵野

市

10,000
 保険代

理業務
　なし なし

業務提

携

営業

取引
支払保険料等 9,655 　－ －

　（注）１．上記(1)～(4)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

２．商品売上の単価は、当社の仕入原価に所要のマージンを付加して決定しております。

価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件であります。

３．ロイヤリティ収入は、フランチャイズ契約の二者契約においては売上の4.75％、三者契約（サブ・フランチャ

イズ契約）においては2.75％を徴収しております。

当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件であります。

４．業務委託費は、加盟者から徴収した配送分担金に、物流管理費を加えたものを勘案して決めております。

５．広告宣伝負担金として、全国規模の販促活動のために月間売上高の一定率、１％を徴収しており、当社と関

連を有しない他の当事者と同様の条件であります。

６．㈱サニーフーヅ、㈲ミツコ、㈲小僧寿し南浦和及び㈲小僧寿し戸田は、平成18年３月29日付で当社の役員及

び主要株主等に該当しないことになりました。従って、上記取引は、平成18年１月１日から平成18年３月29

日までの金額を記載しております。

７．㈱ジャパンカーゴ、㈱すかいらーくＤ＆Ｍ及びひばり開発㈱は、親会社株式会社すかいらーくの子会社であ

るため兄弟会社等といたしました。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── 重要な資産の譲渡

当社は、事務所及び研修宿泊所等に使用していた下記資

産について、平成18年８月４日付で売買契約を締結いたし

ました。平成19年３月28日付で当該資産の引渡しを行う予

定であります。

 その概要は次のとおりであります。

（1）譲渡する相手先の名称及び用途

　野村不動産株式会社

　東急不動産株式会社 

　共同住宅の建設・分譲のため 

（2）譲渡資産の種類と譲渡時の帳簿金額見込額

　土地及び建物 　1,530,545千円

 （大阪府吹田市山田西所在）

（3）譲渡前の用途

 　事務所及び研修宿泊所等 

（4）譲渡の時期

 　平成19年３月28日（予定）

（5）譲渡金額

　 2,400,000千円

（6）損益に与える影響

　　上記固定資産の譲渡に伴い、平成19年12月期（平成

19年１月１日から平成19年12月31日まで）において、

固定資産売却益797,394千円（手数料等を含む）の計

上を見込んでおります。

（7）その他重要な特約等 

　 該当する事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 456円 44銭

１株当たり当期純損失金額 153円 95銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 -

１株当たり純資産額 416円 72銭

１株当たり当期純損失金額 22円 48銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当期純損失（千円） 1,998,953 291,513

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,998,953 291,513

普通株式の期中平均株式数（株） 12,984,069 12,969,185
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月27日付で当社の退任取締役のうち２名より

役員退職慰労金辞退の申入が書面にて提出されたため、取

締役会でこれを受理いたしました。このため、２名に対す

る役員退職慰労金の支給に備えて計上しておりました役員

退職慰労引当金（180,000千円）の戻入益（特別利益）が

同日付で発生しております。

──────
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

　当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は「生産」を行っておりませんので、「生産実績」に代えて「商

品仕入実績」を記載いたします。

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

寿し直営事業

持ち帰り寿し 6,978,209 88.6

回転寿し 1,109,605 109.0

宅配寿し 2,013,394 108.1

小計 10,101,208 93.9

寿しＦＣ事業

常温食材 996,716 116.4

冷凍食材 1,866,492 114.7

資材その他 753,323 101.1

小計 3,616,533 112.0

その他の事業 小計 1,255,494 445.1

合計 14,973,236 104.9

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　該当事項はありません。
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(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

寿し直営事業

商品販売   

持ち帰り寿し 17,697,024 94.4

回転寿し 2,713,770 109.3

宅配寿し 5,024,928 101.8

小計 25,435,722 97.2

寿しＦＣ事業

食材販売   

常温食材 917,942 87.4

冷凍食材 1,718,976 86.1

資材その他 693,785 76.0

ロイヤリティ収入 610,483 87.6

小計 3,941,188 84.7

その他の事業

商品販売 1,255,494 92.4

食材販売・ロイヤリティ

収入
0 0.0

小計 1,255,494 91.7

合計 30,632,406 95.1

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．その他の事業には、カラオケ施設等及びスパゲティ、弁当等販売の事業があります。
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①　直営店の商品販売実績

　寿し直営事業及びその他の事業の商品販売を合計した直営店販売の地域別売上高及び店舗数は次のとおりであ

ります。

地域別

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

売上高（千円） 前年同期比（％） 店舗数（店）

北海道 3,735,383 94.9 53

東北 1,035,637 96.0 18

関東 7,616,073 43.7 331

中部 2,906,578 102.9 58

近畿 801,982 74.0 17

中国 1,000,968 91.4 36

九州 57,723 56.6 2

合計 26,705,662 97.0 515

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は、期末日現在の店舗数であります。

３．売上高には、期中において新設又は加盟者から譲受けた店舗及び閉店した店舗の売上高を含んでおります。
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(4）小僧寿しフランチャイズ・チェーンの商品販売実績

　小僧寿しフランチャイズ・チェーンは、当社グループの直営店並びにフランチャイズ契約に基づいて組織化した加

盟者で構成されており、フランチャイズ・チェーンの地域別店舗総売上高及び店舗数は次のとおりであります。

地域別

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

売上高（百万円） 前年同期比（％）
店舗数（店）

（平成18年12月31日現在）

北海道 4,700 99.4 72

東北 2,447 90.6 50

関東 20,090 102.1 411

中部 3,389 98.0 75

近畿 2,562 76.8 62

中国 5,575 95.8 160

四国 4,244 101.1 87

九州 2,632 89.2 111

海外 348 117.6 6

合計 45,991 97.5 1,034

　（注）１．北海道、関東、中部、近畿、中国並びに九州には、直営店及び子会社の売上高及び店舗数（前頁参照）を含

めております。

２．上記の金額は消費税等を含んでおります。
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