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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 12,244 ― 72 ― 178 ― 260 ―
20年12月期第2四半期 13,580 △4.9 △161 ― △81 ― △217 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 20.10 ―
20年12月期第2四半期 △16.78 ―

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

21年12月期第2四半期 8,226 4,259 51.6 327.88
20年12月期 9,658 4,012 41.3 307.76

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  4,248百万円 20年12月期  3,987百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 25,339 91.6 178 ― 302 ― 136 ― 10.50
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については４ページ「3.連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 13,188,884株 20年12月期  13,188,884株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  232,518株 20年12月期  231,913株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 12,956,589株 20年12月期第2四半期 12,958,233株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から６月30日まで）における我が国経済は、昨年秋以降の世界同時

不況の影響が継続しており、世界の経済情勢は一段と厳しい状況で推移しました。 

外食産業におきましても、景況感の悪化や雇用不安が広がることにより個人消費も低迷する等、外食産業を取り巻

く環境は非常に厳しいものとなりました。 

このような状況の中で、当社グループは「強い企業体質への早期転換」を図るため、早期黒字化を実現できる体制

の構築を進めました。既存店舗では当第２四半期連結累計期間において６店舗の店舗リニューアルを実施するととも

に、冷凍配送の開始と店舗での解凍システムの導入により品質の向上及び安定、また生産性の向上を図ってまいりま

した。また、収益体制の抜本的な改革を開始し、人件費を含めた販売費及び一般管理費の圧縮を図ってまいりまし

た。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は昨年来の消費支出の低迷と前期まで連結

子会社であった株式会社ムーンの全株式を売却し、連結対象から除外したこと等により122億44百万円（前年同期比

9.8％減）となりました。損益につきましては収益改革政策の開始等により営業利益が72百万円（前年同期は１億61百

万円の営業損失）、経常利益が１億78百万円（前年同期は81百万円の経常損失）となりました。また、四半期純利益

は減損損失86百万円や確定拠出年金制度への全面移行に伴う年金資産積立不足による特別損失２億５百万円の発生等

があったものの、関係会社株式売却による83百万円や固定資産売却による特別利益４億23百万円の発生等により、２

億60百万円（前年同期は２億17百万円の当期純損失）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店舗指導を強化し、売上機

会損失の防止とコストコントロールの徹底による店舗収益の改善を図ってまいりました。また、解凍システムの導入

でより美味しく、より安全な商品の提供に努めてまいりました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の直営店

舗数は441店となり、売上高は109億41百万円となりました。 

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２四半期連結累計期間はＦＣ加盟者のリニューアルモデル店舗への転換を推進し店舗損益の改善

を進め、また弁当併売型のモデル店舗の立ち上げを行いました。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、13億３百万円となっております。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結累計期間末の資産合計は82億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億31百万円の減少と

なりました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が２億57百万円、賃貸ビル売却に伴う減少を含めた有形固定資

産の減少が９億58百万円、投資有価証券が１億円減少したこと等によるものです。 

負債合計は39億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億78百万円の減少となりました。主な要因として

は、支払手形及び買掛金が９億23百万円、社債及び一年内償還予定社債が３億40百万円減少したこと等によるもので

す。 

株主資本は、当第２四半期連結累計期間の業績を反映して２億60百万円増加し、42億48百万円となりました。  

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末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32億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億５百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は５億５百万円（前年同期は８億43百万円の減

少）となりました。 

これは、売上債権の減少２億19百万円及び非資金取引である減価償却費１億57百万円及び減損損失86百万円があ

りました一方、仕入債務の減少９億11百万円及びその他流動負債の減少１億59百万円等資金の減少要因が上回っ

たこと等によるものです。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は11億75百万円（前年同期は１億９百万円の減

少）となりました。 

これは、有形固定資産取得による支出が１億82百万円並びに預り保証金の返還による支出が83百万円あったもの

の、有形固定資産の売却による収入が11億10百万円、関係会社株式の売却による収入が96百万円等資金の増加要

因が上回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２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は３億65百万円（前年同期は２億12百万円の減

少）となりました。 

これは、社債の償還による支出が３億円、長期借入金の返済による支出が64百万円あったこと等によるもので

す。  

  

  

今後の見通しにつきましては、景況は最悪期を脱したとの見方があるもののそれが実体経済に波及するまでには至

っておらず、依然として厳しい状況が続くものと考えられます。外食産業につきましても消費動向が回復する兆しは

見えておりません。 

このような経営環境の中、当社グループでは既存店舗を強化しつつ、「強い企業体質への早期転換」の実現に向け

収益体制の改革を推し進めてまいります。 

なお、平成21年12月期の業績予想は、平成21年８月７日付「特別損失の発生及び平成21年12月期業績予想の修正に

関するお知らせ」のとおり、売上高は253億39百万円（前年同期比8.4％減）、営業利益は１億78百万円（前年同期の

営業損失は２億７百万円）、経常利益は３億２百万円（前年同期の経常損失は68百万円）、当期純利益は１億36百万

円（前年同期の当期純損失は６億30百万円）を見込んでおります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の簿価の切下げに関して、収益性が低下していることが明らかなた

な卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価の切下げを行っております。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,249,784 1,944,539

受取手形及び売掛金 298,007 555,044

商品 496,182 672,527

貯蔵品 14,035 18,980

繰延税金資産 36,040 37,213

関係会社預け金 1,000,000 1,000,000

その他 241,136 285,754

貸倒引当金 △29,966 △33,784

流動資産合計 4,305,221 4,480,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,351,035 5,315,518

減価償却累計額 △3,169,686 △3,591,463

建物及び構築物（純額） 1,181,349 1,724,055

機械装置及び運搬具 345,774 351,958

減価償却累計額 △302,829 △319,105

機械装置及び運搬具（純額） 42,944 32,853

工具、器具及び備品 1,413,009 1,434,794

減価償却累計額 △1,062,790 △1,069,979

工具、器具及び備品（純額） 350,219 364,815

土地 920,379 1,330,845

建設仮勘定 2,707 3,299

有形固定資産合計 2,497,599 3,455,868

無形固定資産 41,560 43,747

投資その他の資産   

投資有価証券 59,615 159,655

長期貸付金 35,641 38,534

敷金及び保証金 1,215,137 1,399,411

長期前払費用 38,068 42,593

破産更生債権等 662,021 689,939

その他 95,468 96,060

貸倒引当金 △723,419 △748,074

投資その他の資産合計 1,382,533 1,678,121

固定資産合計 3,921,694 5,177,737

資産合計 8,226,915 9,658,012

－5－

㈱小僧寿し本部（9973）　平成21年12月期　第２四半期決算短信

－5－



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,373,420 2,296,918

1年内返済予定の長期借入金 87,608 161,608

1年内償還予定の社債 100,000 420,000

未払金 1,006,086 1,267,973

未払法人税等 101,884 118,271

賞与引当金 26,000 30,240

ポイント引当金 97,000 102,000

その他 324,758 339,247

流動負債合計 3,116,757 4,736,259

固定負債   

社債  20,000

長期借入金 141,318 214,956

退職給付引当金 567,933 376,174

その他 141,446 298,066

固定負債合計 850,698 909,196

負債合計 3,967,455 5,645,456

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,458,500 1,458,500

資本剰余金 2,854,906 3,584,495

利益剰余金 244,102 △746,041

自己株式 △309,390 △309,287

株主資本合計 4,248,119 3,987,666

少数株主持分 11,341 24,889

純資産合計 4,259,460 4,012,555

負債純資産合計 8,226,915 9,658,012
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,244,736

売上原価 5,240,164

売上総利益 7,004,572

販売費及び一般管理費 6,931,602

営業利益 72,970

営業外収益  

受取利息 17,085

受取賃貸料 121,043

その他 47,935

営業外収益合計 186,064

営業外費用  

支払利息 3,600

不動産賃貸費用 73,079

その他 3,776

営業外費用合計 80,455

経常利益 178,578

特別利益  

固定資産売却益 423,447

貸倒引当金戻入額 29,906

関係会社株式売却益 83,470

その他 40,565

特別利益合計 577,390

特別損失  

固定資産除却損 11,654

投資有価証券売却損 10,173

減損損失 86,052

確定拠出年金制度への移行に伴う損失 205,700

早期割増退職金 94,253

特別損失合計 407,833

税金等調整前四半期純利益 348,135

法人税、住民税及び事業税 80,628

法人税等調整額 △431

法人税等合計 81,060

少数株主利益 6,519

四半期純利益 260,556
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 348,135

減価償却費 157,466

減損損失 86,052

賃貸資産減価償却費 9,980

敷金償却額 9,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,472

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） 191,758

受取利息及び受取配当金 △17,085

支払利息 3,600

投資有価証券売却損益（△は益） 10,173

関係会社株式売却損益（△は益） △83,470

固定資産売却損益（△は益） △423,447

固定資産除却損 11,654

売上債権の増減額（△は増加） 219,058

たな卸資産の増減額（△は増加） 177,005

仕入債務の増減額（△は減少） △911,798

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,980

その他の流動資産の増減額（△は増加） 453

その他の流動負債の増減額（△は減少） △159,570

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,122

その他 5,980

小計 △430,757

利息及び配当金の受取額 14,596

利息の支払額 △4,920

法人税等の支払額 △84,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △505,433

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 △182,534

無形固定資産の取得による支出 △1,955

有形固定資産の売却による収入 1,110,434

投資有価証券の売却による収入 86,266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

96,735

貸付けによる支出 △5,348

貸付金の回収による収入 28,254

預り保証金の返還による支出 △83,731

敷金の差入による支出 △19,066

敷金の回収による収入 142,299

その他 4,559

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,175,913
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △64,638

社債の償還による支出 △300,000

自己株式の取得による支出 △103

その他 △493

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,245

現金及び現金同等物の期首残高 2,944,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,249,784
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。  

  

当社の平成21年３月26日開催の第41期定時株主総会において、「資本準備金の額を減少し、資本準備金の額の

減少後のその他資本剰余金の額の一部を繰越利益剰余金に振り替えること」を決議いたしました。 

これに伴い平成21年５月１日付で資本準備金減少の法的効力が生じたため、同日付で資本準備金3,584,495千

円のうち1,792,247千円を減少させ、1,062,658千円をその他資本剰余金に、729,588千円を繰越利益剰余金へそ

れぞれ振り替えております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        13,580,947  100.0

Ⅱ 売上原価        5,720,103  42.1

売上総利益        7,860,843  57.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        8,022,486  59.1

営業利益（△損失）       △161,642 △1.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  12,739            

２．受取賃貸料  149,994            

３．容器リサイクル預託精算金  24,733            

４．その他  19,406  206,874  1.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  8,296            

２．持分法による投資損失  1,052            

３．賃貸資産関連費用  106,759            

４．その他  11,053  127,161  0.9

経常利益（△損失）       △81,930 △0.6

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  25,641            

２．貸倒引当金戻入益  27,161            

３．その他  3,138  55,941  0.4

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  16,449            

２．減損損失  86,755            

３．その他  3,850  107,055  0.8

税金等調整前中間純利益（△損失）       △133,043 △1.0

法人税、住民税及び事業税  74,982            

法人税等調整額 △196  74,786  0.5

少数株主利益        9,651  0.1

中間純利益（△損失）       △217,482 △1.6
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（２）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20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 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（△損失） △133,043

減価償却費   175,711

減損損失   86,755

敷金償却   12,899

賃貸資産償却費   11,211

貸倒引当金の減少額  △26,352

持分法による投資損失   1,052

固定資産売却益  △25,641

固定資産除却損   16,449

賞与引当金の減少額  △1,670

退職給付引当金の増加額  54,178

支払利息   8,296

受取利息及び受取配当金  △13,028

売上債権の減少額   266,652

たな卸資産の減少額   165,387

仕入債務の減少額  △976,714

未払消費税等の減少額  △28,833

その他流動資産の減少額   39,201

その他流動負債の減少額  △334,283

その他固定負債の減少額  △17,445

その他  △48,657

小計 △767,873

利息の支払額  △8,087

利息及び配当金の受取額   10,126

法人税等の支払額  △77,967

営業活動によるキャッシュ・フロー △843,801

－12－

㈱小僧寿し本部（9973）　平成21年12月期　第２四半期決算短信

－12－



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 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  △214,267

有形固定資産の売却による収入   25,845

無形固定資産の取得による支出  △3,200

貸付金の貸付による支出  △4,985

貸付金の回収による収入   15,897

敷金の支払による支出  △26,141

敷金の返還による収入   92,638

長期未収入金の入金による収入   1,377

その他   3,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,605

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  △219

長期借入金の返済による支出  △91,738

社債の償還による支出  △105,000

割賦債務の支払額  △15,031

その他  △208

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,197

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,165,603

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,710,101

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,544,497
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