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（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 21,619 △4.2 △467 ( － ) △379 ( － ) △349 ( － )

18年12月期第３四半期 22,574 △4.7 △141 ( － ) △107 ( － ) △278 ( － )

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

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３四半期 △26 98 － －

18年12月期第３四半期 △21 46 － －

18年12月期 △22 48 － －

(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

19年12月期第３四半期 10,542 5,070 47.9 389 65

18年12月期第３四半期 12,894 5,513 42.6 423 46

18年12月期 12,966 5,425 41.6 416 72

(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

19年12月期第３四半期 △677 2,300 △613 3,433

18年12月期第３四半期 △371 233 △872 2,207

18年12月期 △31 650 △1,411 2,425
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

18年12月期第３四半期 － －

19年12月期第３四半期 － －

３．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）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 29,679 △3.1 △371 － △248 － △417 － △32 17

 ※平成19年８月14日付で発表の「平成19年12月期　中間決算短信」から変更はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４．その他（４ページ）をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載しております予想数値は発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業

績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期における我が国経済は、堅調な企業業績を背景に回復基調を持続しております。また、これを受けて雇

用環境も改善し、消費動向も緩やかながら上向いてまいりました。しかしながら原油高及び原材料の高騰などにより物

価が上がり始めるなど、不安材料が増大しております。

外食産業におきましては、活性化傾向にある個人消費により市場は拡大基調に転じようとしているものの、オーバー

ストアを解消するまでには至らず、消費者による外食企業の選別はより厳しくなってきております。

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、諸改革を推し進めてまいりました。寿

し直営事業ではリニューアルモデル店舗への転換を推し進め、今期は９月末現在で64店舗を転換しております。通算で

は直営店舗の３分の１以上がリニューアルタイプへの転換を済ませ、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。また、「安全・安心」で高品質な商品を提供するために、食材管理体制の向上を図ってまいりました。

この結果、リニューアルモデル店舗は計画通りの結果を残しましたが、転換前の店舗は回復には至らず、また販売費

及び一般管理費の圧縮が進まなかったことにより、当第３四半期の連結業績につきましては、売上高は216億19百万円

（前年同期比4.2％減）、営業損失４億67百万円（前年同期は１億41百万円の営業損失）、経常損失３億79百万円（前年

同期は１億７百万円の経常損失）、第３四半期純損失３億49百万円（前年同期は２億78百万円の純損失）となりました。

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。

①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１店舗に抑え、64店をリ

ニューアルタイプ店舗に転換し、既存店再建に注力してまいりました。回転寿し店舗は１店舗閉店しましたが、商品価

値及びサービスの向上に努め既存店売上は前年を越える結果を出しております。寿し直営事業の当第３四半期までの新

規出店は１店舗で、不採算店舗を28店舗閉店したことにより、当社グループの直営店舗数は474店となり、売上高は183

億29百万円（前年同期比2.7％減）となりました。

②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。今期は直営店舗で導入しているリニューアルモデル店舗の導入に向けて、ＦＣ加盟者との連携体制を再構

築してまいりました。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、24億53百万円（前

期比13.4％減）となっております。

③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」を展開しております。カラオケ店舗を１店舗閉店したほか、

業態の見直しを行いその他の事業の期末店舗数は10店となり売上高は８億35百万円（前期比11.1％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び資本の状況

当第３四半期の総資産は、現金及び預金が４億12百万円、受取手形及び売掛金が３億66百万円、棚卸資産が４億79百

万円、売却により土地が16億９百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて24億24百万円の減少となりま

した。

負債は、支払手形及び買掛金が11億３百万円、未払金が２億７百万円、長期借入金が３億33百万円、社債が１億35百

万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ20億68百万円の減少となりました。

株主資本は、利益剰余金が３億49百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて３億51百万円の減少とな

りました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は主として投資活動による資金の増加があったことによ

り、10億８百万円増加し34億33百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期における営業活動による資金の減少は、６億77百万円（前年同期は３億71百万円の減少）となりました。

これは、主に仕入債務が11億３百万円減少し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）

当第３四半期における投資活動による資金の増加は、23億円（前年同期は２億33百万円の増加）となりました。有形固

定資産の取得による支出が４億34百万円、敷金の支払による支出が33百万円ありましたが、大阪事業所他固定資産の売

却による収入が24億18百万円、投資有価証券の売却による収入が99百万円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）

当第３四半期における財務活動による資金の減少は、６億13百万円（前年同期は８億72百万円の減少）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出が３億73百万円、社債の償還による支出が２億10百万円あったこと等によるもの

であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては現時点において平成19年８月14日に公表致しました「平成19年12月期　中間決算短信」から

変更はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

税金費用及び引当金の計上基準等に、一部簡便的な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の償却方法につきましては、平成19年度税制改正により導入された新

たな定額法及び定率法に変更致しました。

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期末）

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 1,168,173 1,062,420 △105,753  1,475,102

２．受取手形及び売
掛金

607,960 388,425 △219,535  755,099

３．有価証券 1,102,490 2,371,249 1,268,759  998,131

４．たな卸資産 634,105 464,980 △169,125  944,693

５．繰延税金資産 102,809 58,831 △43,977  352,941

６．その他 420,872 326,121 △94,751  657,067

７．貸倒引当金 △148,730 △41,806 106,924  △152,919

流動資産合計 3,887,680 4,630,221 742,540 19.1 5,030,116

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築
物

2,433,312 2,061,172 △372,140  2,340,727

(2）土地 3,392,361 1,370,744 △2,021,617  2,980,570

(3）その他 392,482 426,271 33,789  364,276

有形固定資産
合計

6,218,156 3,858,187 △2,359,968 △38.0 5,685,574

２．無形固定資産 69,274 57,647 △11,627 △16.8 64,809

３．投資その他の資
産

     

(1）長期貸付金 259,957 77,939 △182,017  152,807

(2）敷金保証金 1,882,634 1,644,620 △238,014  1,837,808

(3）繰延税金資産 172,659 － △172,659  －

(4）その他 1,426,986 1,323,087 △103,898  1,165,074

(5）貸倒引当金 △1,022,692 △1,049,647 △26,954  △970,005

投資その他の
資産合計

2,719,544 1,995,999 △723,544 △26.6 2,185,684

固定資産合計 9,006,975 5,911,834 △3,095,140 △34.4 7,936,068

資産合計 12,894,656 10,542,056 △2,352,600 △18.2 12,966,184
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 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期末）

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

2,214,895 1,840,822 △374,073  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

261,808 182,058 △79,750  221,808

４．一年内償還予定
社債

230,000 135,000 △95,000  210,000

５．未払金 1,371,302 1,195,689 △175,612  1,402,791

６．賞与引当金 159,010 147,887 △11,123  37,328

７．その他 797,445 589,964 △207,480  761,469

流動負債合計 5,404,461 4,091,421 △1,313,040 △24.3 5,577,885

Ⅱ　固定負債      

１．社債 555,000 440,000 △115,000  575,000

２．長期借入金 855,524 412,632 △442,892  746,072

３．退職給付引当金 246,667 205,174 △41,493  216,835

４．その他 319,547 322,665 3,117  424,887

固定負債合計 1,976,739 1,380,471 △596,267 △30.2 1,962,795

負債合計 7,381,200 5,471,893 △1,909,307 △25.9 7,540,681

      

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,458,500 1,458,500 －  1,458,500

２．資本剰余金 3,880,456 3,880,456 －  3,880,456

３．利益剰余金 380,644 17,790 △362,854  367,477

４．自己株式 △304,024 △306,906 △2,882  △304,909

株主資本合計 5,415,577 5,049,840 △365,736 △6.8 5,401,524

Ⅱ　評価・換算差額
等 

     

  １．その他有価証券
評価差額金

73,706 － △73,706  －

　　評価・換算差額等
合計

73,706 － △73,706 △100.0 －

Ⅲ　少数株主持分 24,171 20,322 △3,849 △15.9 23,978

純資産合計 5,513,455 5,070,163 △443,292 △8.0 5,425,503

負債純資産合計 12,894,656 10,542,056 △2,352,600 △18.2 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

前年同四半期
（平成18年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

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 22,574,040 21,619,055 △954,984 △4.2 30,632,406

Ⅱ　売上原価 9,917,123 9,425,997 △491,125 △5.0 13,680,333

売上総利益 12,656,916 12,193,058 △463,858 △3.7 16,952,073

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,798,897 12,660,919 △137,978 △1.1 17,121,995

営業損失 141,980 467,860 △325,880 229.5 169,922

Ⅳ　営業外収益 208,154 261,858 53,704 25.8 278,560

Ⅴ　営業外費用 174,002 173,850 △152 △0.1 231,675

経常損失 107,828 379,852 △272,023 252.3 123,036

Ⅵ　特別利益 214,353 949,035 734.681 342.7 559,505

Ⅶ　特別損失 227,006 514,333 287,327 126.6 626,079

税金等調整前四半期（当
期）純利益（△純損失）

△120,481 54,848 175,329 － △189,610

法人税、住民税及び事業税 174,617 114,080 △60,536 △34.7 146,151

法人税等調整額 △31,388 294,110 325,498 － △58,690

少数株主利益（△損失） 14,635 △3,655 18,291 － 14,442

四半期（当期）純損失 278,345 349,686 △71,340 25.6 291,513

　（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

前第３四半期（自平成18年１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17年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 788,720 △285,342 5,842,334

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △129,729 － △129,729

四半期純利益（△損失） － － △278,345 － △278,345

自己株式の取得 － － － △18,681 △18,681

株主資本以外の項目の四半期連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － －

四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △408,075 △18,681 △426,757

平成18年９月30日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 380,644 △304,024 5,415,577

 

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

評価・換算差額

等合計 

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

四半期連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △129,729

四半期純利益（△損失） － － － △278,345

自己株式の取得 － － － △18,681

株主資本以外の項目の四半期連結会計
期間中の変動額（純額）

△9,083 △9,083 5,135 △3,948

四半期連結会計期間中の変動額合計　
（千円）

△9,083 △9,083 5,135 △430,706

平成18年９月30日　残高（千円） 73,706 73,706 24,171 5,513,455

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

四半期連結会計期間中の変動額      

四半期純利益（△損失） － － △349,686 － △349,686

自己株式の取得 － － － △1,997 △1,997

株主資本以外の項目の四半期連結会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － －

四半期連結会計期間中の変動額合計　
（千円）

－ － △349,686 △1,997 △351,684

平成19年９月30日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 17,790 △306,906 5,049,840

 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

四半期連結会計期間中の変動額   

四半期純利益（△損失） － △349,686

自己株式の取得 － △1,997

株主資本以外の項目の四半期連結会計
期間中の変動額（純額）

△3,655 △3,655

四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,655 △355,340

平成19年９月30日　残高（千円） 20,322 5,070,163

　（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） 

 
前年同四半期

（平成18年12月期
第３四半期） 

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

（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）

△120,481 54,848 △189,610

２．減価償却費 280,048 267,237 393,338

３．減損損失 71,674 331,782 359,631

４．敷金償却 22,463 21,668 29,931

５．賃貸資産償却費 6,507 15,056 8,688

６．貸倒引当金の減少額 △21,895 △31,161 △4,001

７．固定資産売却益 △5,901 △866,089 △217,519

８．固定資産除却損 77,036 91,581 141,619

９．受取利息及び受取配当金 △22,144 △14,052 △29,116

10．支払利息 29,785 17,792 36,063

11．売上債権の減少額 280,762 257,582 111,467

12．たな卸資産の減少（△増加）額 204,250 479,713 △106,337

13．仕入債務の増加（△減少）額 △667,213 △1,103,666 62,379

14．退職給付引当金の増加（△減少）額 13,998 △11,661 △15,833

15．役員退職慰労引当金の減少額 △218,348 － △224,150

16．その他 △146,657 △42,273 △243,644

小計 △216,116 △531,642 112,904

17．利息の支払額 △30,148 △20,350 △38,012

18．利息及び配当金の受取額 26,181 12,640 37,274

19．法人税等の支払額 △151,332 △138,473 △143,674

営業活動によるキャッシュ・フロー △371,416 △677,826 △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 △378,685 △434,439 △639,138

２．有形固定資産の売却による収入 14,400 2,418,884 443,967

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 △5,454 △8,834 △8,889

５．貸付金の回収による収入 47,592 29,390 61,363

６．敷金の支払による支出 △61,845 △33,556 △83,509

７．敷金の返還による収入 285,075 180,609 320,894

８．土地等譲渡契約に伴う手付金収入 240,000 － －

９．その他 92,713 48,261 350,325

投資活動によるキャッシュ・フロー 233,795 2,300,100 650,704
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（単位：千円） 

 
前年同四半期

（平成18年12月期
第３四半期） 

当四半期
（平成19年12月期
第３四半期）

（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 △18,681 △1,997 △19,566

２．社債の償還による支出 △337,630 △210,000 △337,630

３．長期借入金の返済による支出 △474,118 △373,190 △623,570

４．配当金の支払額 △112,941 △919 △129,970

５．その他 70,604 △27,690 △300,667

財務活動によるキャッシュ・フロー △872,768 △613,798 △1,411,404

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △1,010,388 1,008,476 △792,207

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

2,207,011 3,433,669 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〕

前年同四半期（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30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 18,831,461 2,802,749 939,829 22,574,040 － 22,574,040

営業費用 18,416,015 2,702,539 889,163 22,007,719 708,301 22,716,020

営業利益 415,445 100,210 50,665 566,321 (708,301) △141,980

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

当四半期（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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 18,329,701 2,453,916 835,437 21,619,055 － 21,619,055

営業費用 18,298,040 2,389,063 789,532 21,476,636 610,280 22,086,916

営業利益 31,661 64,852 45,905 142,419 (610,280) △467,860

　（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〕

前年同四半期、当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〕

前年同四半期、当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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