
 

平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）

及び中間期・通期（連結・個別）業績予想の修正について

 平成19年５月11日

上場会社名　株式会社小僧寿し本部 （コード番号：9973　ＪＡＳＤＡＱ）

  

（ＵＲＬ　http://www.kozosushi.co.jp　）  

代表者　　　代表者役職・氏名　　代表取締役社長　　　　千葉　久雄  

問合せ先　　責任者役職・氏名　　執行役員管理本部長　　石原　博明  ＴＥＬ：（0422）39－0041（代）

  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：有

・引当金及び税金費用の計上方法については、簡便的な方法を用いております。

・その他影響額が僅少なものについても一部簡便的な方法を用いております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：無

２．平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 百万円未満は切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） 四半期（当期）純利益
（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 7,097 (△4.0) △234 ( － ） △213 ( － ） △296 ( － ）

18年12月期第１四半期 7,393 (△4.8) 54 ( － ） 56 ( － ） 133 ( － ）

（参考）18年12月期 30,632 (△4.9) △169 ( － ） △123 ( － ） △291 ( － ）

１株当たり四半期
（当期）純利益
（△損失）

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月期第１四半期 △22 86 － －

18年12月期第１四半期 10 28 － －

（参考）18年12月期 △22 48 － －

　（注）　１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第１四半期における我が国経済は、引き続き堅調な企業業績に支えられ緩やかながらも回復基調が持続しておりま

す。しかしながら、今後利上げによる金利負担増加が企業収益を圧迫していくことも予想され、今後の動向は不透明と

なっております。

外食産業におきましては、緩やかながらも回復している個人消費がプラスに働いている一方、オーバーストアの状態

にある市場の中での競合の激化は一段と激しくなってきております。また、「食品の安全」に対する企業姿勢を問われ

る事象もあり、外食産業を取り巻く環境は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、寿し直営事業ではリニューアルタイプ

店舗への転換を推し進め、「安全・安心」で高品質な商品を提供できる体制を構築し、顧客満足度の向上及び新規顧客

の獲得に努めてまいりました。リニューアルタイプ店舗への転換を昨年には48店舗実施し、今期も計画通り第１四半期

現在で10店、今期中に100店転換する予定となっております。また、店舗での計画製造の向上に徹底的に取り組み、販売

機会損失の防止に努めました。

この結果、売上の下降に歯止めはかかったものの、リニューアル効果を出すための諸施策の遅れ、並びに販売費及び

一般管理費が圧縮し切れなかったこと等により、当第１四半期の連結売上高は70億97百万円（前年同期比96.0％）、経

常損失２億13百万円（前年同期は56百万円の経常利益）、第１四半期純損失２億96百万円（前年同期は１億33百万円の

純利益）となりました。

(2）財務状況（連結）の変動状況

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

19年12月期第１四半期 11,241 5,128 45.4 393 79

18年12月期第１四半期 13,231 6,002 45.4 455 11

（参考）18年12月期 12,966 5,425 41.6 416 72

【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

19年12月期第１四半期 △779 165 △201 1,609

18年12月期第１四半期 △585 △45 △351 2,235

（参考）18年12月期 △31 650 △1,411 2,425

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

①　資産、負債及び資本の状況

　当第１四半期の総資産は、現金及び預金が４億４百万円、受取手形及び売掛金が２億41百万円、有価証券が４億59

百万円、たな卸資産が３億３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて17億24百万円の減少となりま

した。

　負債は、支払手形及び買掛金が11億26百万円、未払金が１億62百万円、長期借入金が61百万円、社債が１億５百万

円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて14億27百万円の減少となりました。

　資本は、利益剰余金が２億96百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて２億97百万円の減少となり

ました。
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②　キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権等の減少、たな卸資産の減少及び投資有

価証券の売却等により増加したものの、仕入債務の支払い等により前連結会計年度末に比べ８億15百万円減少し、当

第１四半期の期末残高は16億９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、資金の減少は７億79百万円となりました。

　この減少は、税金等調整前当期純損失２億68百万円と仕入債務の減少額等の資金減少要因が、売上債権の減少額及

びたな卸資産の減少額等の資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、資金の増加は１億65百万円となりました。この増加は、主に有形固定資産及び投資有価証券の売

却による収入等の資金の増加要因が、有形固定資産の取得による支出など資金の減少要因を上回ったことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金の減少は２億１百万円となりました。この減少は主に社債の償還及び長期借入金の返済等の

支出によるものであります。

３．平成19年12月期（連結・個別）業績予想の修正について

　平成19年12月期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の業績予想について、平成19年２月19日付け平成18年12月

期決算短信（連結）及び平成18年12月期個別財務諸表の概要発表時の業績予想を下記のとおり修正いたします。

(1）平成19年12月期連結業績予想の修正

①中間期（平成19年１月１日～平成19年6月30日）の業績予想の修正　

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

前回予想（Ａ） 14,988 △103 384

今回修正（Ｂ） 14,421 △214 55

増減額（Ｂ－Ａ） △567 △111 △329

増減率（％） △3.8 － △85.7

（ご参考）前年中間期実績

（平成18年12月中間期）
14,893 53 52

 

②通期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の業績予想の修正　

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

前回予想（Ａ） 31,775 245 477

今回修正（Ｂ） 30,047 40 △150

増減額（Ｂ－Ａ） △1,728 △205 △627

増減率（％） △5.4 △83.7 －

（ご参考）前年実績

（平成18年12月期）
30,632 △123 △291

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 △11円57銭
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(2）平成19年12月期個別業績予想の修正

①中間期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の業績予想の修正

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

前回予想（Ａ） 11,133 △95 375

今回修正（Ｂ） 10,811 △175 148

増減額（Ｂ－Ａ） △322 △80 △227

増減率（％） △2.9 － △60.5

（ご参考）前年中間期実績

（平成18年12月中間期）
11,111 14 19

 

②通期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の業績予想の修正

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

前回予想（Ａ） 23,895 209 425

今回修正（Ｂ） 22,747 22 △22

増減額（Ｂ－Ａ） △1,148 △187 △447

増減率（％） △4.8 △89.5 －

（ご参考）前年実績

（平成18年12月期）
23,018 △244 △496

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△１円70銭

(3）修正理由

①連結業績予想の修正理由 

100店以上予定しているリニューアルタイプ店舗への転換は、予定通り進行し売上も順調であります。しかしなが

らその他の既存店の売上及び加盟者への材料売上は予想を下回り、中間売上高は144億21百万円となる見込みです。

また、業務改革に対する諸施策は未だ十分な成果を得るに至っておらず、販売費及び一般管理費の圧縮の遅れから

中間経常損失は2億14百万円となる見込みです。また、特別損失として減損損失等を新たに見込み、中間純利益は55

百万円となる見込みです。

下期はリニューアルタイプ店舗への転換の進行と既存店舗を含むマネジメント強化及び業務改革を推し進めます

が、不振店の閉鎖もあり通期売上高は300億47百万円、通期経常利益は40百万円、当期純損失は1億50百万円となる

見込みです。

②個別業績予想の修正理由 

個別業績予想につきましては連結と同様の理由により修正いたします。

○添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書など

以　上 
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[添付資料]

１．（要約）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減 
（参考） 

平成18年12月期 

金額 金額 金額 増減率 金額

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,070,838 1,057,283 13,554  1,475,102

２．受取手形及び売
掛金

513,242 626,555 △113,313  755,099

３．有価証券 538,860 1,246,590 △707,729  998,131

４．たな卸資産 641,448 623,976 17,472  944,693

５．繰延税金資産 363,485 85,683 277,802  352,941

６．その他 366,286 466,728 △100,441  657,067

７．貸倒引当金 △125,178 △209,220 84,041  △152,919

流動資産合計 3,368,983 3,897,597 △528,614 △13.6 5,030,116

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構
築物

2,303,053 2,359,916 △56,862  2,340,727

(2）土地 2,955,570 3,396,384 △440,814  2,980,570

(3）その他 380,863 425,880 △45,016  364,276

有形固定資産
合計

5,639,488 6,182,181 △542,693 △8.8 5,685,574

２．無形固定資産 62,814 71,025 △8,210 △11.6 64,809

３．投資その他の資
産

     

(1）長期貸付金 172,922 411,883 △238,960  152,807

(2）敷金保証金 1,823,830 2,045,356 △221,526  1,837,808

(3）繰延税金資
産

－ 154,776 △154,776  －

(4）その他 1,150,948 1,453,484 △302,536  1,165,074

(5）貸倒引当金 △977,290 △985,151 7,861  △970,005

投資その他の
資産合計

2,170,411 3,080,349 △909,937 △29.5 2,185,684

固定資産合計 7,872,714 9,333,555 △1,460,841 △15.7 7,936,068

資産合計 11,241,698 13,231,153 △1,989,455 △15.0 12,966,184

－ 5 －



 （単位：千円、％）

科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減 
（参考） 

平成18年12月期 

金額 金額 金額 増減率 金額

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形及び買
掛金

1,818,140 1,904,965 △86,825  2,944,488

２．短期借入金 － 370,000 △370,000  －

３．一年内返済予定
長期借入金

321,808 287,831 33,977  221,808

４．一年内償還予定
社債

210,000 210,000 －  210,000

５．未払金 1,240,094 1,334,866 △94,772  1,402,791

６．賞与引当金 154,387 159,541 △5,154  37,328

７．その他 719,235 496,900 222,335  761,469

流動負債合計 4,463,665 4,764,105 △300,439 6.3 5,577,885

Ⅱ　固定負債      

１．社債 470,000 780,000 △310,000  575,000

２．長期借入金 584,620 1,036,023 △451,402  746,072

３．退職給付引当金 222,044 235,709 △13,665  216,835

４．その他 372,864 390,423 △17,559  424,887

固定負債合計 1,649,528 2,442,156 △792,627 △32.5 1,962,795

負債合計 6,113,194 7,206,262 △1,093,067 △15.2 7,540,681

      

（少数株主持分）      

少数株主持分 － 22,449 － － －

      

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 1,458,500 － － －

Ⅱ　資本剰余金 － 3,880,456 － － －

Ⅲ　利益剰余金 － 857,369 － － －

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

－ 93,742 － － －

Ⅴ　自己株式 － △287,627 － － －

資本合計 － 6,002,441 － － －

負債、少数株主持
分及び資本合計

－ 13,231,153 － － －
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 （単位：千円、％）

科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期末）

増減 
（参考） 

平成18年12月期 

金額 金額 金額 増減率 金額

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,458,500 － －  1,458,500

２．資本剰余金 3,880,456 － －  3,880,456

３．利益剰余金 71,164 － －  367,477

４．自己株式 △305,977 － －  △304,909

株主資本合計 5,104,143 － － － 5,401,524

Ⅱ　少数株主持分 24,359 － － － 23,978

純資産合計 5,128,503 － － － 5,425,503

負債純資産合計 11,241,698 － － － 12,966,184

      

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
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２．（要約）四半期連結損益計算書

 （単位：千円、％）

 科目

当四半期
（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期）

増　減 
（参考）

平成18年12月期

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

Ⅰ　売上高 7,097,041 7,393,185 △296,143 △4.0 30,632,406

Ⅱ　売上原価 3,108,809 3,136,255 △27,445 △0.9 13,680,333

売上総利益 3,988,232 4,256,930 △268,698 △6.3 16,952,073

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,222,721 4,202,670 20,051 0.5 17,121,995

営業利益（△損失） △234,489 54,259 △288,749 △532.2 △169,922

Ⅳ　営業外収益 78,760 59,336 19,424 32.7 278,560

Ⅴ　営業外費用 57,628 57,252 376 0.7 231,675

経常利益（△損失） △213,357 56,343 △269,701 △478.7 △123,036

Ⅵ　特別利益 32,087 194,892 △162,804 △83.5 559,505

Ⅶ　特別損失 87,175 41,178 45,996 111.7 626,079

税金等調整前四半期（当期）
純損益（△純損失）

△268,445 210,057 △478,502 △227.8 △189,610

法人税、住民税及び事業税 38,029 73,604 △35,574 △48.3 146,151

法人税等調整額 △10,543 △10,016 △527 5.3 △58,690

少数株主利益 381 12,913 △12,532 △97.0 14,442

四半期（当期）純利益（△純
損失）

△296,312 133,555 △429,868 △321.9 △291,513

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期（自平成19年１月１日　至平成19年３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18年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 367,477 △304,909 5,401,524

当四半期中の変動額      

四半期純利益（△損失）   △296,312  △296,312

自己株式の取得    △1,068 △1,068

株主資本以外の項目の当四半期中の変
動額（純額）

    －

当四半期中の変動額　合計（千円）   △296,312 △1,068 △297,381

平成19年３月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 71,164 △305,977 5,104,143

 少数株主持分 純資産合計

平成18年12月31日　残高（千円） 23,978 5,425,503

当四半期中の変動額   

四半期純利益（△損失）  △296,312

自己株式の取得  △1,068

株主資本以外の項目の当四半期中の変
動額（純額）

381 381

当四半期中の変動額　合計（千円） 381 △296,999

平成19年３月31日　残高（千円） 24,359 5,128,503

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
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（参考）前連結会計年度（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

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

 
当四半期

（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期） 

（参考）
平成18年12月期

 区　分  金　額 金　額 金　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１．税金等調整前四半期（当期）純利益
（△純損失）

△268,445 210,057 △189,610

２．減価償却費 87,769 87,229 393,338

３．敷金償却 7,144 7,868 29,931

４．賃貸資産償却費 3,396 1,790 8,688

５．貸倒引当金の減少額 △33,270 △14,939 △4,001

６．固定資産除却損 19,423 23,734 141,619

７．退職給付引当金の増加（△減少）額 5,208 3,040 △15,833

８．支払利息 6,446 10,957 36,063

９．受取利息及び受取配当金 △2,622 △2,903 △29,116

10．売上債権の減少額 232,708 276,393 111,467

11．たな卸資産の減少（△増加）額 303,244 215,046 △106,337

12．仕入債務の増加（△減少）額 △1,126,348 △977,664 62,379

13．役員退職慰労引当金の減少額 － △218,150 △224,150

14．その他 48,490 △68,586 △101,532

小計 △716,853 △446,125 112,904

15．利息の支払額 △8,936 △14,017 △38,012

16．利息及び配当金の受取額 3,430 2,562 37,274

17．法人税等の支払額 △57,066 △127,864 △143,674

営業活動によるキャッシュ・フロー △779,425 △585,445 △31,507

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．有形固定資産取得による支出 △113,550 △130,270 △639,138

２．有形固定資産の売却による収入 92,827 － 443,967

３．投資有価証券の売却による収入 99,785 － 205,690

４．貸付金の貸付による支出 △201 △1,218 △8,889

５．貸付金の回収による収入 20,430 13,320 61,363

６．敷金の支払による支出 △9,909 △32,149 △83,509

７．敷金の返還による収入 20,349 109,931 320,894

８．その他 56,111 △4,712 350,325

投資活動によるキャッシュ・フロー 165,843 △45,097 650,704
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（単位：千円） 

 
当四半期

（平成19年12月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年12月期
第１四半期） 

（参考）
平成18年12月期

 区　分  金　額 金　額 金　額

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．自己株式の取得による支出 △1,068 △2,279 △19,566

２．配当金の支払額 △118 △42,749 △129,970

３．長期借入金の返済による支出 △61,452 △267,596 △623,570

４．社債の償還による支出 △105,958 △30,442 △337,630

５．その他 △33,314 △8,564 △300,667

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,912 △351,632 △1,411,404

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △815,494 △982,176 △792,207

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,425,193 3,217,400 3,217,400

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

1,609,698 2,235,224 2,425,193

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
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５．セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

（単位：千円）

 寿し直営事業 寿しＦＣ事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高 6,028,173 770,660 298,208 7,097,041 － 7,097,041

営業費用 6,081,411 752,919 283,558 7,117,888 213,642 7,331,531

営業利益 △53,238 17,740 14,649 △20,847 (△213,642) △234,489

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

前年同四半期（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

（単位：千円）

 寿し直営事業 寿しＦＣ事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高 6,130,730 911,448 351,006 7,393,185 － 7,393,185

営業費用 5,907,573 868,946 332,220 7,108,740 230,185 7,338,925

営業利益 223,157 42,502 18,786 284,445 (230,185) 54,259

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

（参考）前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

（単位：千円）

 寿し直営事業 寿しＦＣ事業 その他の事業 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 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

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当四半期、前年同四半期及び前連結会計年度

　全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、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。

〔海外売上高〕

当四半期、前年同四半期及び前連結会計年度

　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。
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