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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20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 ％

20年12月期第３四半期 20,443 (△5.4) △198 ( － ） △79 ( － ） △271 ( － ）

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

19年12月期 29,331 (△4.3) △505 ( － ） △379 ( － ） △779 ( － ）

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

20年12月期第３四半期 △20 97 － －

19年12月期第３四半期 △26 98 － －

19年12月期 △60 11 － －

(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

20年12月期第３四半期 9,110 4,374 47.7 335 44

19年12月期第３四半期 10,542 5,070 47.9 389 65

19年12月期 10,883 4,632 42.5 356 44

(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

20年12月期第３四半期 △703 △228 △294 2,483

19年12月期第３四半期 △677 2,300 △613 3,433

19年12月期 △175 2,124 △663 3,710
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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

19年12月期第３四半期 － －

20年12月期第３四半期 － －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日　～　平成20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 27,983 △4.6 7 － 139 － △213 － △16 48

 

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

新規 －社  除外 －社  

(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　　　　　　　　　　　　：　無

※　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、円高や原油価格高騰による物価上昇により景気は後退局面を迎えようとしてお

り、また、サブプライムローン問題の拡大に伴い、金融市場はかつてのバブル崩壊に匹敵する極めて深刻な状態にあり、

先行き予断を許せない状況が続いております。

外食産業におきましても、物価の上昇により消費者の節約志向が高まったことや、相次ぐ食の安全安心を脅かす事件、

不祥事により、外食離れ、内食回帰の傾向が進み、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、既存店舗を強化し利益体質に転換すべく諸政策を進めてまいりました。寿し

直営事業では店舗改装を推進し、今期は９月末時点で72店舗、合計214店舗の改装を計画どおり終了いたしました。また、

店舗運営強化を目的とした組織再編を行い、エリアマネージャーがより営業に特化できる体制を構築いたしました。さ

らに、ＴＶＣＭの投入による「小僧寿しブランド」の浸透と、新たな主力商品となった「キングスペシャル１番」との

相乗効果により、売上の向上を図ってまいりました。

以上の結果、直営店舗の６割以上がリニューアルタイプ店舗へ転換し、新たな軸となる商品を得たことで売上の回復、

上昇効果は確実に見られておりますが、アメリカ経済の深刻化を受けて、国内産業の稼動縮小、株式市場の不安拡大な

ど、明らかな消費マインド低下を促す要因の拡大とともに、第２四半期まで概ね順調に推移した小僧寿しの売上回復ペー

スにも急速なブレーキがかかり、予断を許さない状況が続いております。さらには原油高を主因とする原材料高騰や広

告宣伝費の増加等により、当第３四半期の売上高は204億43百万円（前年同期比5.4％減）、営業損失は１億98百万円（前

年同期の営業損失は４億67百万円）、経常損失は79百万円（前年同期の経常損失は３億79百万円）、第３四半期純損失

は２億71百万円（前年同期の純損失は３億49百万円）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」および「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２店に抑え、リニューアル

モデル店舗への転換による既存店舗強化に注力し72店舗のリニューアルを実施いたしました。寿し直営事業の当期新規

出店は３店で、20店を閉店したことにより当社グループの直営期末店舗数は447店となり、売上高は175億98百万円とな

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。当第３四半期は新規加盟者を公募するとともに、既存ＦＣ加盟者のリニューアルモデル店舗への転換を推

進してまいりました。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、22億14百万円となっ

ております。

③カラオケ・ネットカフェ事業

カラオケ・ネットカフェ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。当第３四半期は環境整

備を進めるとともに、営業体制の再構築を行い利益体制の強化に努めました。カラオケ店舗を１店閉店し、カラオケ・

ネットカフェ事業の期末店舗数は９店となり売上高は６億31百万円となりました。
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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、有価証券が15億11百万円増加しましたが、現金及び預金が27億38百万円、受取手形及び売

掛金が２億56百万円、敷金保証金が１億24百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて17億73百万円の減

少となりました。     

負債は、支払手形及び買掛金が８億４百万円、未払金が４億６百万円、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て15億15百万円の減少となりました。     

株主資本は、当期純損失が２億71百万円発生したこと等により、前連結会計年度末と比べて２億72百万円の減少とな

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）は主として営業活動による資金の減少があったことによ

り、12億26百万円減少し24億83百万円となりました。     

（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、７億３百万円（前年同期は６億77百万円の減少）となりました。

これは、主に仕入債務が８億４百万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減少は、２億28百万円（前年同期は23億円の増加）となりました。

これは、主に敷金の返還による収入が１億31百万円、有形固定資産の売却による収入が25百万円ありましたが、有形固

定資産の取得による支出が３億63百万円あったこと等によるものです。      

（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、２億94百万円（前年同期は６億13百万円の減少）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出が１億43百万円、社債の償還による支出が１億35百万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

今後の経済動向は世界的な株安や円高の進行により景気の減速が予想され、個人消費も悪化していくものと思われま

す。この様な経営環境の中、当社グループは当社既存店舗の強化を推し進め、収益基盤を強固なものにし、原材料価格

の高騰に対しては商品政策とマネジメントの両面で粗利益率の確保を図ってまいりますが、景況感の悪化による利用機

会の減少が進むことや、原材料価格や配送コストの上昇傾向のため、状況はより厳しいものになっていくと思われます。

以上の業績動向を踏まえ、平成20年12月期の業績予想は、平成20年11月７日付「平成20年12月期通期（連結・個別）

業績予想の修正について」のとおり、売上高は279億83百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は７百万円（前年同期

の営業損失は５億５百万円）、経常利益は１億39百万円（前年同期の経常損失は３億79百万円）、当期純損失は２億13

百万円（前年同期の当期純損失は７億79百万円）を見込んでおります。

なお、連結業績予想につきまして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ものであり、実際の業績は

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。　

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

該当事項はありません。
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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19年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期末）

増減 
（参考） 

平成19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 1,062,420 971,992 △90,428 3,710,101

２．受取手形及び売
掛金

388,425 358,814 △29,610 615,129

３．有価証券 2,371,249 1,511,313 △859,935 －

４．たな卸資産 464,980 515,877 50,897 611,086

５．繰延税金資産 58,831 51,610 △7,221 35,750

６．その他 326,121 284,671 △41,449 375,083

７．貸倒引当金 △41,806 △33,003 8,802 △46,677

流動資産合計 4,630,221 3,661,276 △968,945 △20.9 5,300,473

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築
物

2,061,172 1,873,039 △188,132 1,904,071

(2) 土地 1,370,744 1,330,845 △39,898 1,330,845

(3) その他 426,271 433,428 7,156 406,167

有形固定資産
合計

3,858,187 3,637,312 △220,874 △5.7 3,641,084

２．無形固定資産 57,647 47,873 △9,773 △17.0 47,397

３．投資その他の資
産

(1) 長期貸付金 77,939 65,663 △12,275 68,562

(2) 敷金保証金 1,644,620 1,431,791 △212,829 1,556,013

(3) その他 1,323,087 1,008,319 △314,768 1,124,401

(4)貸倒引当金 △1,049,647 △741,529 308,118 △854,084

投資その他の
資産合計

1,995,999 1,764,244 △231,755 △11.6 1,894,893

固定資産合計 5,911,834 5,449,431 △462,403 △7.8 5,583,375

資産合計 10,542,056 9,110,707 △1,431,348 △13.6 10,883,849
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 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期
（平成19年12月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期末）

増減 
（参考） 

平成19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

1,840,822 1,693,560 △147,261 2,497,929

２．一年内返済予定
長期借入金

182,058 171,608 △10,450 179,508

３．一年内償還予定
社債

135,000 420,000 285,000 135,000

４．未払金 1,195,689 1,027,384 △168,304 1,433,922

５．賞与引当金 147,887 146,873 △1,014 34,470

６．その他 589,964 478,075 △111,889 583,248

流動負債合計 4,091,421 3,937,501 △153,919 △3.8 4,864,077

Ⅱ　固定負債

１．社債 440,000 20,000 △420,000 440,000

２．長期借入金 412,632 241,024 △171,608 376,564

３．退職給付引当金 205,174 296,399 91,224 236,754

４．その他 322,665 241,252 △81,412 333,968

固定負債合計 1,380,471 798,675 △581,795 △42.1 1,387,286

負債合計 5,471,893 4,736,177 △735,715 △13.4 6,251,364

 

（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 3,584,495 △295,961 3,880,456

３．利益剰余金 17,790 △387,466 △405,256 △411,661

４．自己株式 △306,906 △308,991 △2,084 △308,365

株主資本合計 5,049,840 4,346,537 △703,302 △13.9 4,618,930

Ⅱ　少数株主持分 20,322 27,992 7,670 37.7 13,554

純資産合計 5,070,163 4,374,530 △695,632 △13.7 4,632,484

負債純資産合計 10,542,056 9,110,707 △1,431,348 △13.6 10,883,849

      

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

㈱小僧寿し本部（9973）　平成 20 年 12 月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 6 －



(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19年12月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

増　減 
（参考）

平成19年12月期

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

Ⅰ　売上高 21,619,055 20,443,817 △1,175,238 △5.4 29,331,318

Ⅱ　売上原価 9,425,997 8,642,341 △783,655 △8.3 12,889,652

売上総利益 12,193,058 11,801,475 △391,582 △3.2 16,441,665

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,660,919 11,999,542 △661,376 △5.2 16,947,097

営業損失 467,860 198,067 269,793 △57.7 505,431

Ⅳ　営業外収益 261,858 291,979 30,121 11.5 358,796

Ⅴ　営業外費用 173,850 173,768 △81 △0.0 233,131

経常損失 379,852 79,856 299,996 △79.0 379,767

Ⅵ　特別利益 949,035 58,205 △890,829 △93.9 953,863

Ⅶ　特別損失 514,333 119,152 △395,181 △76.8 909,048

税金等調整前四半期（当
期）純利益（△純損失）

54,848 △140,803 △195,651 － △334,951

法人税、住民税及び事業税 114,080 132,384 18,303 16.0 137,419

法人税等調整額 294,110 △15,859 △309,969 － 317,190

少数株主利益（△損失） △3,655 14,438 △18,094 － △10,424

四半期（当期）純損失 349,686 271,766 77,920 △22.3 779,138

　（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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当第３四半期（自平成20年１月１日　至平成20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19年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 △411,661 △308,365 4,618,930

四半期連結会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩額 － △295,961 295,961 － －

四半期純利益（△損失） － － △271,766 － △271,766

自己株式の取得 － － － △626 △626

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）

－ △295,961 24,194 △626 △272,392

平成20年９月30日　残高（千円） 1,458,500 3,584,495 △387,466 △308,991 4,346,537

 少数株主持分 純資産合計

平成19年12月31日　残高（千円） 13,554 4,632,484

四半期連結会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩額 － －

四半期純利益（△損失） － △271,766

自己株式の取得 － △626

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）

14,438 14,438

四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

14,438 △257,954

平成20年９月30日　残高（千円） 27,992 4,374,530

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

連結会計年度中の変動額

当期純利益（△損失） － － △779,138 － △779,138

自己株式の取得 － － － △3,456 △3,456

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） －  △779,138 △3,456 △782,594

平成19年12月31日　残高（千円） 1,458,500 3,880,456 △411,661 △308,365 4,618,930

 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

連結会計年度中の変動額

当期純利益（△損失） － △779,138

自己株式の取得 － △3,456

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
△10,424 △10,424

連結会計年度中の変動額合計（千円） △10,424 △793,019

平成19年12月31日　残高（千円） 13,554 4,632,484

　（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19年12月期
第３四半期） 

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（参考）
平成19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）

54,848 △140,803 △334,951

２．減価償却費 267,237 273,985 375,487

３．減損損失 331,782 86,755 657,305

４．敷金償却 21,668 18,844 28,043

５．賃貸資産償却費 15,056 16,703 21,173

６．貸倒引当金の減少額 △31,161 △28,615 △221,853

７．固定資産売却益 △866,089 △25,641 △875,220

８．固定資産除却損 91,581 28,546 161,190

９．受取利息及び受取配当金 △14,052 △18,222 △21,494

10．支払利息 17,792 11,817 22,346

11．売上債権の減少額 257,582 255,580 18,588

12．たな卸資産の減少額 479,713 95,208 333,607

13．仕入債務の減少額 △1,103,666 △804,369 △446,559

14．退職給付引当金の増加（△減少）額 △11,661 59,644 19,918

15．その他 △42,273 △384,439 223,434

小計 △531,642 △555,005 △38,983

16．利息の支払額 △20,350 △13,012 △24,905

17．利息及び配当金の受取額 12,640 15,019 22,567

18．法人税等の支払額 △138,473 △150,100 △134,444

営業活動によるキャッシュ・フロー △677,826 △703,099 △175,765

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 △434,439 △363,509 △644,266

２．有形固定資産の売却による収入 2,418,884 25,845 2,415,862

３．投資有価証券の売却による収入 99,785 － 99,785

４．貸付金の貸付による支出 △8,834 △7,113 △9,074

５．貸付金の回収による収入 29,390 22,269 40,499

６．敷金の支払による支出 △33,556 △37,608 △42,918

７．敷金の返還による収入 180,609 131,309 209,413

８．その他 48,261 △80 54,975

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,300,100 △228,885 2,124,276
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（単位：千円） 

 
前年同四半期

（平成19年12月期
第３四半期） 

当四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

（参考）
平成19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 △1,997 △626 △3,456

２．社債の償還による支出 △210,000 △135,000 △210,000

３．長期借入金の返済による支出 △373,190 △143,440 △411,808

４．配当金の支払額 △919 － △1,314

５．その他 △27,690 △15,743 △37,024

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,798 △294,809 △663,603

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額 1,008,476 △1,226,795 1,284,907

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,425,193 3,710,101 2,425,193

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

3,433,669 2,483,305 3,710,101

　（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。

当四半期（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

（単位：千円）

 寿し直営事業 寿しＦＣ事業
カラオケ・ネッ
トカフェ事業

計 消去又は全社 連結

売上高 17,598,137 2,214,651 631,029 20,443,817 － 20,443,817

営業費用 17,401,813 2,105,123 578,815 20,085,752 556,131 20,641,884

営業利益 196,323 109,527 52,213 358,064 (556,131) △198,067

　（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19年１月１日　至　平成19年12月31日）

（単位：千円）

 寿し直営事業 寿しＦＣ事業
カラオケ・ネッ
トカフェ事業

その他の事業 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 24,799,055 3,445,467 1,008,277 78,518 29,331,318 － 29,331,318

営業費用 24,603,956 3,361,269 938,963 82,037 28,986,227 850,523 29,836,750

営業利益

（△損失）
195,099 84,198 69,313 △3,519 345,091 (850,523) △505,431

　（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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