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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 13,201 △8.2 277 △48.2 301 △51.7 153 △47.8
21年3月期第2四半期 14,386 ― 536 ― 624 ― 294 ―

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

22年3月期第2四半期 17.39 ―
21年3月期第2四半期 33.31 ―

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

22年3月期第2四半期 13,388 6,089 45.5 689.45
21年3月期 12,774 6,023 47.2 682.02

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,089百万円 21年3月期  6,023百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 25,950 △4.8 320 △55.8 400 △52.5 140 ― 15.85
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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  無  

(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） 

(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 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の
予想に関連する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 8,882,908株 21年3月期  8,882,908株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  51,206株 21年3月期  50,982株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,831,822株 21年3月期第2四半期 8,832,610株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進捗等を背景に輸出や生産など一部に持ち直しの動

きがみられるものの、企業収益や雇用情勢の悪化が続いており、景気は予断を許さない状況にあります。 

外食産業におきましては、企業間の競争・競合の激化に加え、雇用・所得環境の悪化からお客様の節約志向や低価

格志向が強まっており、経営環境が益々厳しくなっております。 

このような状況の中で当社グループは、「お客様目線でサービスレベルの向上」をテーマに人材教育や安全衛生の

強化など営業レベルの向上に取り組んでまいりました。 

店舗展開につきましては、安定した収益確保のため、出店を厳選して行ってまいりました。当第２四半期連結累計

期間においては、新潟の「廻鮮日本海」の店舗譲受による取得を含め、新設店７店舗を出店し、一方で、不採算店等

６店舗を退店いたしました。これにより総店舗数は207店舗となりました。また、改装につきましては、新業態「釜

や本舗」への業態転換を含め、10店舗を実施いたしました。 

営業面につきましては、客数減少に歯止めをかけるため、接客サービスレベルの向上に取り組むとともに、価格帯

や商品構成の見直しにより客単価の引き下げを行ってまいりました。また、あらゆる経費の見直しに取り組んで損益

分岐点の切り下げに努めてまいりました。 

商品面につきましては、定番商品を絞り込みフェア商品・スポット商品を多く採用し、商品のバリエーションを増

やすなど、飽きさせないメニュー構成とし他社との差別化を図ってまいりました。 

海外子会社展開につきましては、親会社からの支援強化や従業員の日本での研修により組織力の強化を図るととも

に積極出店に向けて物件の選定を行ってまいりました。 

海外フランチャイズ展開につきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持と新規出店の促進を図るため、派

遣指導等を充実するとともに季節メニューの紹介や食材の販売強化に取り組んでまいりました。また、新たな地域に

ついては、インドネシアに出店を果たしております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高132億１百万円（前年同四半期比8.2％減）、営業利益２億

７千７百万円（前年同四半期比48.2％減）、経常利益３億１百万円（前年同四半期比51.7％減）、四半期純利益１億

５千３百万円（前年同四半期比47.8％減）となりました。  

事業部門ごとの業績につきましては、回転寿司部門の売上高は127億２千５百万円と前第２四半期連結累計期間に

比べ12億７千６百万円（9.1％）減少となりました。また、その他の部門の売上高は４億７千６百万円と前第２四半

期連結累計期間に比べ９千１百万円（23.9％）増加となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億１千３百万円増加し、133億８千８百万

円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ５億４千８百万円増加し、72億９千８百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度に比べ６千５百万円増加し、60億８千９百万円となりました。この結果、１株当たり

純資産額は7.43円増加し、689.45円となり、自己資本比率は1.7ポイント下降し、45.5％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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５

億６千万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には34億１百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、６億２千１百万円（前年同四半期は４億１百万円）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益３億９百万円、減価償却費２億５千８百万円による増加があっ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） 

投資活動の結果使用した資金は、３億３千９百万円（前年同四半期は２億８千９百万円）となりました。これは店

舗の新設等による支出４億４千４百万円が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） 

財務活動の結果得られた資金は、２億８千６百万円（前年同四半期は２億９千５百万円）となりました。これは長

期借入れ10億円を行った一方で、長期借入金の約定返済６億３千５百万円を行ったこと等によるものであります。 

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

- 3 -

元気寿司(株)　(9828)　平成22年3月期　第2四半期決算短信



第２四半期までの当社グループの業績と今後の経営環境を踏まえ、平成21年５月13日に公表いたしました連結業績

予想を修正いたしました。なお、詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,401,763 2,841,461

商品及び製品 273,183 213,140

原材料及び貯蔵品 72,227 55,739

その他 1,048,545 1,122,251

貸倒引当金 △1,964 △1,657

流動資産合計 4,793,755 4,230,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,354,953 6,243,488

土地 1,427,332 1,427,332

その他 1,551,939 1,421,845

減価償却累計額 △5,344,539 △5,287,844

有形固定資産合計 3,989,686 3,804,822

無形固定資産 164,747 182,843

投資その他の資産   

差入保証金 3,290,333 3,316,738

その他 1,204,365 1,302,322

貸倒引当金 △54,887 △63,526

投資その他の資産合計 4,439,812 4,555,534

固定資産合計 8,594,245 8,543,200

資産合計 13,388,001 12,774,134
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 909,995 840,149

短期借入金 1,221,106 1,123,216

未払法人税等 112,000 105,000

賞与引当金 255,000 180,000

その他 1,288,804 1,263,584

流動負債合計 3,786,906 3,511,950

固定負債   

長期借入金 2,385,488 2,118,706

その他 1,126,604 1,119,902

固定負債合計 3,512,092 3,238,608

負債合計 7,298,998 6,750,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,151,528 1,151,528

資本剰余金 1,344,671 1,344,671

利益剰余金 3,807,900 3,707,293

自己株式 △69,149 △68,880

株主資本合計 6,234,950 6,134,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 339 △47

為替換算調整勘定 △146,288 △110,990

評価・換算差額等合計 △145,948 △111,037

純資産合計 6,089,002 6,023,575

負債純資産合計 13,388,001 12,774,134
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,386,073 13,201,551

売上原価 5,891,149 5,191,828

売上総利益 8,494,923 8,009,722

営業収入 135,175 123,513

営業総利益 8,630,099 8,133,236

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,880,001 3,793,436

その他 4,214,019 4,061,901

販売費及び一般管理費合計 8,094,021 7,855,338

営業利益 536,077 277,898

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,585 973

為替差益 10,090 －

仕入割引 54,788 43,991

受取賃貸料 23,927 25,396

その他 18,802 22,322

営業外収益合計 111,195 92,684

営業外費用   

支払利息 21,803 26,611

為替差損 － 41,710

その他 605 552

営業外費用合計 22,408 68,874

経常利益 624,864 301,708

特別利益   

固定資産売却益 2,500 3,000

貸倒引当金戻入額 － 8,332

受取補償金 － 14,070

特別利益合計 2,500 25,402

特別損失   

固定資産除却損 1,054 5,651

減損損失 9,599 －

賃貸借契約解約損 48,758 11,712

特別損失合計 59,412 17,364

税金等調整前四半期純利益 567,952 309,747

法人税、住民税及び事業税 165,925 94,058

法人税等調整額 107,826 62,091

法人税等合計 273,752 156,149

四半期純利益 294,199 153,598
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 567,952 309,747

減価償却費 247,679 258,334

減損損失 9,599 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,453 △8,332

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,000 75,000

受取利息及び受取配当金 △3,585 △973

支払利息 21,803 26,611

固定資産除売却損益（△は益） △1,445 2,651

賃貸借契約解約損 41,704 11,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,023 △77,514

仕入債務の増減額（△は減少） △68,243 76,157

その他 △119,596 57,482

小計 514,296 730,163

利息及び配当金の受取額 3,641 1,024

利息の支払額 △21,809 △26,813

法人税等の支払額 △94,926 △82,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,201 621,867

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 △272,035 △359,969

有形固定資産の売却による収入 2,500 3,000

無形固定資産の取得による支出 △3,909 △380

差入保証金の差入による支出 △136,186 △84,787

差入保証金の回収による収入 122,540 109,333

その他 △2,090 △7,109

投資活動によるキャッシュ・フロー △289,180 △339,913

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △649,630 △635,328

リース債務の返済による支出 － △24,170

配当金の支払額 △52,996 △52,991

その他 △1,812 △1,054

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,561 286,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,332 △8,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 412,914 560,302

現金及び現金同等物の期首残高 3,228,555 2,841,461

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,641,469 3,401,763
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該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

当連結グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため該当事項はありません。  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、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合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．その他の地域に属する国又は地域は次のとおりであります。 

その他の地域・・・・米国、香港、台湾等 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

   その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 （千円）  1,496,552     1,496,552

Ⅱ 連結売上高 （千円）              13,201,551

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
11.3％  11.3％  

（６）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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