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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 5,466 △11.5 △76 ― △54 ― △145 ―
21年12月期第1四半期 6,178 ― 16 ― 66 ― 81 ―

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12月期第1四半期 △11.21 ―
21年12月期第1四半期 6.30 ―

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12月期第1四半期 7,496 3,924 52.1 301.22
21年12月期 8,965 4,065 45.1 312.42

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,902百万円 21年12月期  4,047百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間 11,642 △4.9 92 26.9 131 △26.6 50 △80.6 3.89

通期 23,679 △3.9 345 51.5 413 16.5 91 40.9 7.08
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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  
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、簿価の切り下げを行っております。 

(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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期 13,188,884株 21年12月期  13,188,884株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  233,706株 21年12月期  233,106株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 12,955,434株 21年12月期第1四半期 12,956,756株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、景気の持ち直しの兆しは見られるものの実体経済の回復には

至らず、失業率が依然として高水準にあるなど厳しい状況が続いております。 

外食産業におきましても、雇用環境、所得環境が好転しないことから個人消費は伸び悩んでおり、消費喚起のた

めの価格競争が慢性化する等、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、当社グループはこれまで行ってきた既存店舗強化、収益体制強化を基盤に、さらなる改

革を推し進めてまいりました。既存店舗につきましては店舗指導、店舗管理体制を強化するとともに、不採算店舗

の閉鎖による収益改善を実施してまいりました。また冷凍ラインを生かした新物流体制の構築を進め、食材の加工

場（フレッシュセンター）の集約化や加工食材の絞込みによる効率化を図り、品質向上、コスト低減、トータル原

価低減に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は個人消費の低迷により54億66百万円

（前年同期比11.5％減）となりました。営業利益及び経常利益につきましては販売費及び一般管理費の圧縮を進め

ましたが、売上高の減少が響き、営業損失は76百万円（前年同期は16百万円の営業利益）、経常損失は54百万円

（前年同期は66百万円の経常利益）となりました。また、特別損失として減損損失61百万円の発生等により四半期

純損失は１億45百万円（前年同期は81百万円の四半期純利益）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、持ち帰り寿し業態として「小僧寿し」及び「鮨のいつき」、回転寿し業態として

「活鮮」、宅配寿し業態として「札幌海鮮丸」を展開しております。「小僧寿し」店舗では、市場規模が大きく今後

の外食市場を支えていくと考えられる30代をターゲットとした商品を投入したほか、携帯電話で取得できる割引サー

ビス「オトクーポン」の利用店舗を拡大し、新規顧客の獲得に努めてまいりました。また、店舗での指導、教育環境

の体制整備に着手しＱＳＣの向上を図っております。店舗展開につきましては不採算店舗等９店舗の閉鎖を行ったこ

とにより第１四半期連結会計期間末の直営店舗数は432店となり、売上高は49億36百万円（前年同期比11.0％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。第１四半期連結会計期間は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、５億30百万

円（前年同期比15.9％減）となっております。  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は74億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億69百万円の減少と

なりました。主な要因としては、現金及び預金が７億47百万円、受取手形及び売掛金が２億23百万円、有形固定資産

が62百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は35億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億28百万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８億82百万円、未払金が１億58百万円、未払法人税等が１億20百万円減少したこと等によ

るものです。 

株主資本は、当第１四半期連結累計期間の業績を反映して１億45百万円減少し、39億２百万円となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として営業活動による資金の

減少があったことにより26億76百万円 となり、前連結会計年度末に比べ10億47百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は10億36百万円（前年同期は５億75百万円の減

少）となりました。 

これは、売上債権の減少２億23百万円及び非資金取引である減価償却費76百万円及び減損損失61百万円がありま

した一方、仕入債務の減少８億82百万円及び確定拠出年金制度移行に伴う未払金の支払額が１億44百万円等資金

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１四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は26百万円（前年同期は１億44百万円の増加）と

なりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出が18百万円あったものの、有形固定資産の売却による収入が24百万円及

び敷金の回収による収入が27百万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１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は37百万円（前年同期は３億32百万円の減少）と

なりました。 

これは、長期借入金の返済による支出が22百万円及びリース債務の返済による支出が14百万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、企業間の過当な価格競争は継続していくと考えられ、厳しい状況が続くものと考

えられます。 

このような経営環境の中、当社グループではさらなる改革を積極的に推し進め、売上拡大、収益性の向上のため

「新規マーケットの創造」「ＱＳＣの向上」「マーチャンダイジング政策」に取り組んでまいります。 

なお、平成22年12月期の業績予想は、平成22年２月12日の「平成21年12月期決算短信」のとおり、売上高は236億

79百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益は３億45百万円（前年同期の営業利益は２億28百万円）、経常利益は４

億13百万円（前年同期の経常利益は３億55百万円）、当期純利益は91百万円（前年同期の当期純利益は60百万円）

から変更はございません。 

  

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。   

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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 976,631 1,724,199

受取手形及び売掛金 268,116 491,727

商品 582,837 664,053

貯蔵品 13,992 15,495

繰延税金資産 43,446 38,166

関係会社預け金 1,700,000 2,000,000

その他 211,916 239,996

貸倒引当金 △24,864 △30,523

流動資産合計 3,772,075 5,143,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,206,719 4,284,583

減価償却累計額 △3,219,700 △3,233,912

建物及び構築物（純額） 987,018 1,050,670

機械装置及び運搬具 324,760 354,736

減価償却累計額 △290,566 △318,552

機械装置及び運搬具（純額） 34,193 36,183

工具、器具及び備品 1,371,686 1,378,692

減価償却累計額 △1,124,816 △1,112,403

工具、器具及び備品（純額） 246,870 266,289

土地 920,379 920,379

リース資産 194,432 160,233

減価償却累計額 △38,336 △25,209

リース資産（純額） 156,096 135,024

建設仮勘定 5,043 3,642

有形固定資産合計 2,349,601 2,412,188

無形固定資産 60,136 62,842

投資その他の資産   

投資有価証券 58,665 58,665

長期貸付金 36,814 41,974

敷金及び保証金 1,164,141 1,190,277

長期前払費用 28,064 33,154

破産債権等に準ずる債権 688,563 682,216

その他 94,184 94,024

貸倒引当金 △756,218 △752,932

投資その他の資産合計 1,314,216 1,347,380

固定資産合計 3,723,954 3,822,410

資産合計 7,496,029 8,965,526
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,247,259 2,129,380

1年内返済予定の長期借入金 47,608 57,608

リース債務 62,660 52,878

未払金 1,010,010 1,168,296

未払法人税等 60,083 180,534

賞与引当金 86,976 25,244

ポイント引当金 93,000 98,000

店舗等閉鎖損失引当金 70,113 65,526

その他 244,833 312,523

流動負債合計 2,922,545 4,089,991

固定負債   

長期借入金 105,612 118,348

リース債務 126,172 114,806

長期未払金 313,759 457,581

その他 103,185 118,894

固定負債合計 648,730 809,630

負債合計 3,571,276 4,899,622

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 2,854,906

利益剰余金 △101,474 43,717

自己株式 △309,599 △309,505

株主資本合計 3,902,332 4,047,619

少数株主持分 22,420 18,284

純資産合計 3,924,753 4,065,903

負債純資産合計 7,496,029 8,965,526
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,178,820 5,466,889

売上原価 2,658,491 2,336,749

売上総利益 3,520,328 3,130,139

販売費及び一般管理費 3,503,415 3,206,179

営業利益又は営業損失（△） 16,913 △76,039

営業外収益   

受取利息 8,475 11,719

受取賃貸料 65,109 25,887

その他 17,867 10,241

営業外収益合計 91,453 47,848

営業外費用   

支払利息 2,473 741

賃貸資産関連費用 37,831 23,914

その他 1,415 1,515

営業外費用合計 41,720 26,172

経常利益又は経常損失（△） 66,646 △54,363

特別利益   

固定資産売却益 － 24,014

貸倒引当金戻入額 8,823 2,373

関係会社株式売却益 83,470 －

特別利益合計 92,294 26,387

特別損失   

固定資産除却損 206 1,568

投資有価証券売却損 10,173 －

減損損失 12,871 61,127

店舗等閉鎖損失引当金繰入額 － 5,587

特別損失合計 23,251 68,283

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

135,689 △96,259

法人税、住民税及び事業税 57,592 50,076

法人税等調整額 △8,954 △5,280

法人税等合計 48,637 44,796

少数株主利益 5,427 4,135

四半期純利益又は四半期純損失（△） 81,623 △145,191
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

135,689 △96,259

減価償却費 75,243 76,050

減損損失 12,871 61,127

賃貸資産減価償却費 5,294 1,478

敷金償却額 4,597 3,227

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,818 △2,373

賞与引当金の増減額（△は減少） 56,260 61,732

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,768 －

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 4,587

受取利息及び受取配当金 △8,475 △11,719

支払利息 2,473 741

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） － △24,014

固定資産除却損 206 1,568

売上債権の増減額（△は増加） 220,390 223,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 157,012 82,719

仕入債務の増減額（△は減少） △875,366 △882,121

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,440 △3,000

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,126 28,032

その他の流動負債の増減額（△は減少） △214,044 △230,696

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,614 △209

その他 △21,124 △45,632

小計 △495,369 △751,150

利息及び配当金の受取額 7,708 11,230

利息の支払額 △3,794 △744

法人税等の支払額 △83,561 △151,408

確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 － △144,816

営業活動によるキャッシュ・フロー △575,017 △1,036,889

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 △98,560 △18,156

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 26,971 24,034

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 △1,348 △2,005

貸付金の回収による収入 22,838 3,427

敷金の差入による支出 △9,296 △7,863

敷金の回収による収入 17,830 27,475

その他 4,559 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 144,040 26,912
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 △32,736 △22,736

リース債務の返済による支出 － △14,760

社債の償還による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △71 △94

その他 △20 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,827 △37,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △763,804 △1,047,568

現金及び現金同等物の期首残高 2,944,539 3,724,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,180,735 2,676,631
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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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