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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 6,276 △7.6 △62 ― △42 ― △43 ―

21年12月期第1四半期 6,795 △13.8 △269 ― △248 ― △192 ―

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 △627.25 ―

21年12月期第1四半期 △2,755.30 ―

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 12,232 5,418 44.3 77,401.51
21年12月期 12,859 5,457 42.4 77,964.52

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,418百万円 21年12月期  5,457百万円

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

12,600 △7.6 △100 ― △60 ― △110 ― ―

通期 25,500 △5.7 150 ― 210 ― 50 ― 714.29
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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 

上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としています。従って、実際の業績等は概 
況の変化等により異なる結果となる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 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 70,000株 21年12月期  70,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―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 70,000株 21年12月期第1四半期 70,000株
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当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）の外食業界においては、一部の企業

に回復状況が見られますが、完全失業率が高水準にあるなど、個人消費の回復には力強さを欠き、依然として厳し

い状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、“売上は減少しても利益を確保する体質を作り上げる”を経営課題に掲

げ、事業構造の改革による利益体質への転換を進めております。その実現に向け、エリア・マネジャー教育の充

実、営業支援チームによる店舗指導の強化等を行い、店舗運営力の向上をはかりました。また、売上に応じた労働

時間の管理、商材単価の低減、業務の集約や見直し等を行い、コスト削減に取り組みました。 

 既存店売上高は、商品の価格改定による政策的な客単価の引き下げに加え、景気低迷や花見需要となる３月下

旬の気温低下の影響等により客数が減少したことから、前年同期比9.4％減となったものの、前年度第４四半期の

12.4％減から回復傾向にあります。 

 店舗数は、２店を出店し５店を退店した結果、当第１四半期連結会計期間末における総店舗数は391店（前年同期

末比９店減）となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は6,276百万円（前年同期比△7.6％、

519百万円減）、営業損失は62百万円（前年同期は営業損失269百万円）、経常損失は42百万円（前年同期は経常損

失248百万円）、四半期純損失は43百万円（前年同期は四半期純損失192百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①テイクアウト事業 

 上方鮨を販売商品の主力に展開している「京樽」においては、菜の花等旬の食材を用いた季節フェアに加え、QSC

（品質・サービス・清潔さ）、特に接客サービスの向上に取り組みました。 

 既存店売上高は、徐々に回復しつつあるものの、前年同期比8.8％減となりました。 

 店舗数は、「京樽」等２店を出店し、不採算等の理由により４店退店した結果、264店（前年同期末比11店減）と

なりました。 

 これらにより、売上高は3,447百万円（前年同期比△9.8％、375百万円減）、営業利益は197百万円（同41.1％、

57百万円増）となりました。 

②イートイン事業 

 各業態の特徴に合わせ、“「春の味覚」旬を彩る厳選七品。”“イカダーフェア”等と題してフェアを実施しま

した。美味しさを訴求し、差別化をはかるため、焼津産のカツオ、三陸産のスルメイカ、日本海産ホタルイカのい

しり漬け等、季節感の演出と産地にこだわって展開しました。 

 既存店売上高は、客数に回復傾向が見られるものの、価格政策等により客単価が減少したことで、前年同期比

10.5％減となりました。 

 店舗数は、不採算により「すし三崎丸」１店を退店した結果、99店（前年同期末比１店増）となりました。 

 これらにより、売上高は2,335百万円（前年同期比△2.4％、56百万円減）、営業利益は74百万円（前年同期は営

業損失11百万円）となりました。 

③その他の事業 

 外商事業の主力となる弁当部門においては、競合他社との価格競争に対抗すべく、低価格弁当の開発等を行いま

した。しかしながら、大口需要の減少により、外商事業は売上高前年同期比23.2％減となりました。一方、子会社

の㈱新杵は、売上高前年同期比1.1％増となりました。 

 店舗数は、出店・退店が無く、28店（前年同期末比１店増）となりました。 

 これらにより、売上高は498百万円（前年同期比△15.1％、88百万円減）、営業利益は38百万円（同44.9％、12百

万円増）となりました。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、12,232百万円（前期末比627百万円減少）となりまし

た。これは、主として売掛金、有形固定資産の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、6,814百万円（同587百万円減少）となりました。これ

は、主として買掛金、未払費用の減少によるものであります。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、5,418百万円（同39百万円減少）となりました。これ

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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は、主として利益剰余金の減少によるものであります。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前期末に比べ245百万円増加し、

1,467百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失18百

万円、減価償却費94百万円の計上、売上債権の減少395百万円、仕入債務の減少272百万円、未払費用の減少142

百万円及び法人税等の支払額95百万円等により117百万円の支出(前年同期は、137百万円の支出)となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入350百

万円、敷金及び保証金の回収による収入45百万円及び有形固定資産の取得による支出71百万円等により309百万

円の収入(前年同期は、176百万円の収入)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金94百万円の純増

加、長期借入金の返済による支出10百万円及び長期未払金の返済による支出24百万円等があったことにより53

百万円の収入(前年同期は、2百万円の支出)となりました。 

平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月19日付当社「平成21年12月期 決算短信」発表時の

業績予想から現在のところ変更ありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

当社は、前連結会計年度において２期連続の営業損失を計上し、また、営業活動によるキャッシュ・フローも

マイナスとなりました。当該状況により、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせ

るような事象が存在しております。ただし、平成22年２月19日に公表いたしました平成21年12月期決算短信の

「会社の対処すべき課題」に記載のとおり、当該事象又は状況を解消し、改善するための具体的な対応策をとっ

ていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要な事象等
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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 1,530,000 1,634,285

売掛金 1,250,932 1,646,090

商品及び製品 46,039 44,044

原材料及び貯蔵品 355,120 444,917

その他 143,452 154,497

流動資産合計 3,325,545 3,923,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,902,432 2,035,033

土地 2,373,196 2,437,331

その他（純額） 446,096 434,477

有形固定資産合計 4,721,724 4,906,842

無形固定資産 71,840 69,184

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,895,065 1,904,305

投資不動産（純額） 1,817,042 1,646,985

その他 489,205 496,729

貸倒引当金 △87,852 △88,274

投資その他の資産合計 4,113,460 3,959,745

固定資産合計 8,907,026 8,935,772

資産合計 12,232,571 12,859,607

負債の部   

流動負債   

買掛金 656,513 929,037

短期借入金 982,000 888,000

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

1年内期限到来予定のその他の固定負債 168,425 172,983

未払費用 934,361 1,077,189

賞与引当金 307,546 162,698

その他 699,248 1,033,533

流動負債合計 3,788,094 4,303,442

固定負債   

長期借入金 130,000 140,000

長期未払金 1,289,842 1,315,699

退職給付引当金 1,366,826 1,403,558

その他 239,702 239,390

固定負債合計 3,026,371 3,098,648

負債合計 6,814,466 7,402,091
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,425,000 3,425,000

資本剰余金 703,000 703,000

利益剰余金 1,295,316 1,339,223

株主資本合計 5,423,316 5,467,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,210 △9,707

評価・換算差額等合計 △5,210 △9,707

純資産合計 5,418,105 5,457,516

負債純資産合計 12,232,571 12,859,607
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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 6,795,922 6,276,871

売上原価 2,525,849 2,183,421

売上総利益 4,270,072 4,093,450

販売費及び一般管理費 4,540,032 4,156,273

営業損失（△） △269,960 △62,823

営業外収益   

受取利息 1,915 1,168

賃貸収入 69,963 65,578

その他 16,820 12,826

営業外収益合計 88,698 79,573

営業外費用   

支払利息 5,530 5,351

賃貸費用 48,758 48,791

その他 12,928 4,899

営業外費用合計 67,217 59,042

経常損失（△） △248,478 △42,292

特別利益   

固定資産売却益 5,000 －

保証金等返還益 82,992 16,825

店舗立退補償金 － 11,395

その他 4,547 421

特別利益合計 92,539 28,642

特別損失   

固定資産除却損 8,434 2,776

差入保証金解約損 － 2,162

その他 723 －

特別損失合計 9,158 4,938

税金等調整前四半期純損失（△） △165,097 △18,588

法人税等合計 27,773 25,319

四半期純損失（△） △192,870 △43,907
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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損失（△） △165,097 △18,588

減価償却費 138,032 94,919

賞与引当金の増減額（△は減少） 197,825 144,847

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△158,352 △36,731

受取利息及び受取配当金 △9,867 △7,952

支払利息 5,530 5,351

賃貸収入 △69,963 △65,578

賃貸費用 48,758 48,791

保証金等返還益 △82,992 △16,825

売上債権の増減額（△は増加） 439,951 395,158

たな卸資産の増減額（△は増加） 144,892 87,801

仕入債務の増減額（△は減少） △372,989 △272,524

未払費用の増減額（△は減少） △104,345 △142,827

その他 △75,029 △261,063

小計 △63,647 △45,221

利息及び配当金の受取額 9,323 7,440

利息の支払額 △5,530 △5,694

賃貸による収入 66,057 70,020

賃貸による支出 △43,315 △48,619

法人税等の支払額 △100,118 △95,343

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,231 △117,417

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 350,000 350,000

有形固定資産の取得による支出 △296,246 △71,190

有形固定資産の売却による収入 5,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △35,429 △11,518

敷金及び保証金の回収による収入 165,154 45,705

その他 △12,199 △3,418

投資活動によるキャッシュ・フロー 176,279 309,579

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 94,000

長期借入金の返済による支出 － △10,000

長期未払金の返済による支出 － △24,300

リース債務の返済による支出 △1,960 △6,115

配当金の支払額 △138 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,098 53,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,949 245,714

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,953 1,221,578

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,903 1,467,292
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

  

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） 

 （注）事業区分の方法 

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店 

(2）イートイン事業・・・・鮨専門店、回転鮨店等 

(3）その他の事業・・・・・弁当販売、和菓子の販売等 

  

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)において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

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)において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

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)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

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)において、海外売上高がないため、

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〕

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  3,823,139  2,392,653  580,129  6,795,922  －  6,795,922

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  6,501  6,501  △6,501  －

計  3,823,139  2,392,653  586,631  6,802,424  △6,501  6,795,922

営業利益又は営業損失（△）  139,954  △11,649  26,714  155,020  △424,981  △269,960

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  3,447,907  2,335,984  492,979  6,276,871  －  6,276,871

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  5,330  5,330  △5,330  －

計  3,447,907  2,335,984  498,310  6,282,202  △5,330  6,276,871

営業利益又は営業損失（△）  197,535  74,027  38,718  310,282  △373,106  △62,823

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

  

  

   

該当事項はありません。    

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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