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1.  平成22年5月期第3四半期の業績（平成21年5月16日～平成22年2月15日） 

・平成21年11月16日付にて、普通株式１株につき20株に分割しております。そのため、21年５月期第３四半期の１株当たり四半期純利益については、当該
株式分割が行われる前の数値を記載しております。 

(2) 財政状態 

・平成21年11月16日付にて、普通株式１株につき20株に分割しております。そのため、21年５月期の１株当たり純資産については、当該株式分割が行われ
る前の数値を記載しております。  

(1) 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5月期第3四半期 12,148 8.8 764 60.9 790 52.2 432 54.3
21年5月期第3四半期 11,165 ― 475 ― 518 ― 280 ―

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5月期第3四半期 149.12 ―
21年5月期第3四半期 1,933.29 ―

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5月期第3四半期 6,079 3,358 55.2 1,156.56
21年5月期 5,399 2,964 54.9 20,419.98

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  3,358百万円 21年5月期  2,964百万円

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  
・平成21年11月16日付にて、普通株式１株につき20株に分割しております。そのため、21年５月期の１株当たり配当金については、当該株式分割が行われ
る前の数値を記載しております。 

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5月期 ― 0.00 ― 270.00 270.00
22年5月期 ― 0.00 ―
22年5月期 

（予想）
13.50 13.50

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年5月16日～平成22年5月15日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 16,300 8.0 891 37.4 921 32.3 504 48.5 173.73
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

・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。 

(2) 四半期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） 

・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) 発行済株式数（普通株式） 

・平成21年11月16日付にて、普通株式１株につき20株に分割しております。そのため、21年５月期及び21年５月期第３四半期の株式数については、
当該株式分割が行われる前の数値を記載しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 2,903,600株 21年5月期  145,180株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  80株 21年5月期  4株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第3四半期 2,903,520株 21年5月期第3四半期 145,176株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年６月29日に公表いたしました通期業績予想について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異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、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産が持ち直しの動きを見せているものの、企業収益は大幅減少

が続いており、雇用・所得環境は依然として厳しい状況のまま推移しております。外食産業におきましては、ボーナスカ

ットなどによる個人所得伸び悩みから消費者の生活防衛意識は強く、外食を手控える傾向が依然として続いており、厳し

い環境で推移しております。 

 このような状況のもと、当社では「私達の『真心』を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の使命と致しま

す。」との経営理念の実現に向けて、安全・安心な食の提供にこだわりを持って取り組む一方、「より良質な食材をより

安く、よりおいしく」というメニュー開発への取り組みや仕入ルートの新規開拓を行う等、「すし銚子丸」ブランドの一

層の強化に努めました。 

 店舗開発につきましては、平成21年７月に「すし銚子丸」上尾店（埼玉県上尾市）、同年11月に「すし銚子丸」川口店

(埼玉県川口市)及び佐倉店(千葉県佐倉市)、同年12月に「すし銚子丸」所沢店(埼玉県所沢市)と計４店舗の新規出店を行

いました。この結果、当第３四半期会計期間末における店舗数は69店舗（すべて「すし銚子丸」直営店）となりました。

 販売促進・商品開発につきましては、生産地との仕入ルート新規開拓を積極的にすすめました。 

 具体的には平成21年11月下旬からノルウェー王国の「オーロラサーモン」、平成22年1月下旬からはトルコ共和国の

「エーゲ海生本まぐろ」など海外生産地より食材を直送する物流体制を構築するとともに月替わりイベントを継続的に実

施し、お客様の来店動機高揚を図りました。 

 収益面につきましては、売上高は客単価の下落による減収を来店客数の増加で補いました。食材原価の下落による原価

率低下、店舗マネジメント強化の効果による人件費率低下などの要因が営業利益・経常利益ならびに四半期純利益の増加

に寄与いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は121億48百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益は７億64百万円

（同60.9％増）、経常利益は７億90百万円（同52.2％増）、四半期純利益は４億32百万円（同54.3％増）となりました。

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は32億62百万円となり、前事業年度末と比較して５億16百万円増加い

たしました。主な増減理由は、現金及び預金が５億32百万円増加したことによるものです。 

 固定資産の残高は28億16百万円となり、前事業年度末と比較して１億62百万円増加いたしました。主な増減理由は、新

規出店４店舗に係る有形固定資産が１億43百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は22億34百万円となり、前事業年度末と比較して２億55百万円増加い

たしました。主な増減理由は、中間納税のため短期借入金が２億８百万円増加したこと、店舗数増加に伴い買掛金が60百

万円増加したことによるものであります。 

 固定負債の残高は４億86百万円となり、前事業年度末に比べ30百万円増加いたしました。主な増減理由は新規出店によ

る長期リース債務（固定負債の「その他」に含まれる）が30百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の部は33億58百万円となり、前事業年度末に比べ３億93百万円増加いたしまし

た。主な増減理由は、四半期純利益４億32百万円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して５億30百

万円増加し、24億57百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は６億73百万円となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益７億90百万円、減価償却

費１億58百万円などの資金の獲得、法人税等の支払額３億円など資金の使用があ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） 

 投資活動の結果使用した資金は２億91百万円となりました。主な内訳は、新規出店等による有形固定資産の取得２億37

百万円、敷金保証金等の支出53百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は１億48百万円となりました。主な内訳は、短期借入れによる純収入２億８百万円、配当

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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金の支払38百万円などであります。 

  

  

 平成22年５月期通期の業績予想につきましては、平成21年６月29日の平成21年５月期決算短信において公表いたし

ました通期業績予想について、下記のとおり修正いたします。 

  

（１）平成22年５月期通期（平成21年５月16日～平成22年５月15日）業績予想の修正  

  

２．修正の理由 

 売上高について、当第３四半期累計期間（平成21年５月16日～平成22年２月15日）における既存店売上高（注2）

は前年同期比99.9％となり、前回発表予想の前提条件（98％）を上回っております。通期においても既存店売上高前

年比は前回発表予想の前提条件を上回ると見込まれること、および平成21年４月開店の東金店はじめ計５店舗の新規

店舗の売上高が上積みされるため、前回発表予想を上回る見込みであります。 

 営業利益、経常利益については、前回発表予想時には想定していなかった既存店の改装を第３四半期会計期間にお

いて３店舗実施いたしました。また第４四半期会計期間においても既存店の改装を２店舗実施予定としたこと等によ

り修繕費用が前回発表予想より増加いたしますが、増益要因として食材原価の下落による原価率低下、店舗マネジメ

ント強化の効果による人件費率低下等が上半期のみならず第３四半期会計期間も寄与し、第４四半期会計期間におい

ても引き続き寄与する見通しであります。以上より営業利益、経常利益ともに前回発表予想を上回る見込みでありま

す。 

 当期純利益につきましても同様に、前回発表予想を上回る見込みであります。 

（注1）  上記の業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 

        の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

（注2）  当社において既存店売上高は、開店の日を含む月から13カ月以上経過した店舗を既存店として算出しております。なお、改装  

        等による休業日がある場合、当該日を含む月は除外して算出しております。 

  

  

１．簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等合計に含めて表示しております。  

  

税金費用の計算方法の変更  

 従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき年度

決算と同様の方法により計算をしておりましたが、四半期会計期間の税引前当期純利益に対する税金費用を平準

化させること、及び四半期決算における迅速性に対応するため、当第１四半期会計期間から事業年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算する方法に変更しております。  

 この結果、当第３四半期累計期間の法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は357,114千円とな

り、従来の方法によった場合、法人税、住民税及び事業税は337,773千円、法人税等調整額は16,487千円となる

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

  

前 回 発 表 予 想 ( a )

百万円

16,000

 百万円

710

 百万円

 740

 百万円

 360

 円 銭

 123.99

今 回 修 正 予 想 ( b )  16,300  891  921  504  173.73

増 減 額 ( b ) - ( a )  300 181 181 144 49.74

増 減 率 1.9% 25.4% 24.4% 40.1% 40.1%

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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ため、比較すると、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は2,854千円増加し、四半期純利益は

同額減少しております。  

㈱銚子丸(3075)　平成22年５月期　第３四半期決算短信(非連結)

5



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,893,352 2,361,307

売掛金 3,778 8,278

原材料及び貯蔵品 175,206 206,654

その他 190,211 169,508

流動資産合計 3,262,548 2,745,749

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 969,755 918,626

その他（純額） 509,659 417,509

有形固定資産合計 1,479,414 1,336,136

無形固定資産 15,274 12,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 712,221 686,799

建設協力金 343,883 355,129

その他 266,837 265,667

貸倒引当金 △1,078 △2,120

投資その他の資産合計 1,321,864 1,305,476

固定資産合計 2,816,553 2,654,112

資産合計 6,079,101 5,399,861

負債の部   

流動負債   

買掛金 857,519 797,161

短期借入金 270,000 61,125

未払金 671,755 690,748

未払法人税等 210,711 150,155

引当金   

賞与引当金 18,180 74,120

その他の引当金 11,863 14,612

引当金計 30,043 88,732

その他 194,542 191,611

流動負債合計 2,234,572 1,979,533

固定負債   

長期未払金 359,700 359,700

その他 126,742 96,136

固定負債合計 486,442 455,836

負債合計 2,721,014 2,435,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 2,805,581 2,411,816

自己株式 △176 △176

株主資本合計 3,358,184 2,964,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97 71

評価・換算差額等合計 △97 71

純資産合計 3,358,087 2,964,491

負債純資産合計 6,079,101 5,399,861
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年２月15日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年２月15日) 

売上高 11,165,035 12,148,561

売上原価 4,801,059 5,049,730

売上総利益 6,363,975 7,098,830

販売費及び一般管理費 5,888,622 6,334,100

営業利益 475,352 764,730

営業外収益   

受取利息 7,203 5,497

協賛金収入 28,111 17,245

その他 11,834 11,586

営業外収益合計 47,149 34,329

営業外費用   

支払利息 1,634 3,596

現金過不足 1,760 4,508

その他 133 877

営業外費用合計 3,528 8,982

経常利益 518,973 790,076

特別利益   

賞与引当金戻入額 16,665 －

その他 961 －

特別利益合計 17,627 －

特別損失   

減損損失 23,966 －

その他 13 －

特別損失合計 23,979 －

税引前四半期純利益 512,621 790,076

法人税、住民税及び事業税 223,412 －

法人税等調整額 8,540 －

法人税等合計 231,953 357,114

四半期純利益 280,667 432,962
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年11月16日 
 至 平成21年２月15日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年11月16日 
 至 平成22年２月15日) 

売上高 3,910,654 4,309,734

売上原価 1,651,304 1,791,175

売上総利益 2,259,349 2,518,558

販売費及び一般管理費 1,958,898 2,189,524

営業利益 300,451 329,034

営業外収益   

受取利息 2,181 1,756

協賛金収入 18 1,333

金券未使用益 － 4,163

その他 1,210 1,403

営業外収益合計 3,409 8,657

営業外費用   

支払利息 502 1,246

現金過不足 707 2,154

その他 100 34

営業外費用合計 1,310 3,436

経常利益 302,550 334,256

特別損失   

固定資産除却損 13 －

特別損失合計 13 －

税引前四半期純利益 302,537 334,256

法人税、住民税及び事業税 111,114 －

法人税等調整額 22,992 －

法人税等合計 134,106 151,083

四半期純利益 168,430 183,172

㈱銚子丸(3075)　平成22年５月期　第３四半期決算短信(非連結)

8



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年２月15日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年２月15日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 512,621 790,076

減価償却費 144,022 158,114

減損損失 23,966 －

のれん償却額 4,200 －

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 34,713 30,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,041

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,270 △55,940

受取利息及び受取配当金 △7,216 △5,506

支払利息 1,400 3,596

社債利息 266 －

固定資産除却損 13 －

売上債権の増減額（△は増加） △944 4,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,765 31,448

仕入債務の増減額（△は減少） 160,772 60,358

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,577 9,854

その他 77,834 △51,212

小計 877,192 974,389

利息及び配当金の受取額 3,933 2,720

利息の支払額 △1,926 △3,670

法人税等の支払額 △350,421 △300,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 528,777 673,116

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △411,712 △413,029

定期預金の払戻による収入 410,395 411,712

有形固定資産の取得による支出 △304,317 △237,652

無形固定資産の取得による支出 △4,524 △4,183

敷金及び保証金の差入による支出 △107,576 △36,070

敷金及び保証金の回収による収入 956 4,898

建設協力金の支払による支出 － △17,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △416,779 △291,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 320,000 400,000

短期借入金の返済による支出 △164,000 △191,125

長期借入金の返済による支出 △47,002 －

リース債務の返済による支出 － △21,221

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △38,825 △38,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,827 148,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 82,170 530,727

現金及び現金同等物の期首残高 1,718,634 1,926,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,800,804 2,457,143
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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