
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  10,967  △10.4  △344  －  △288  －  △555  －

21年12月期第２四半期  12,244  －  72  －  178  －  260  －

  
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２四半期  △42  90        －

21年12月期第２四半期  20  10        －

  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２四半期  7,095  3,509  49.2  269  53

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２四半期 3,491百万円 21年12月期 4,047百万円

  
年間配当金

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        －  0 00

22年12月期（予想）      － 0 00  0  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  22,732  △8.0  △156  －  △71  －  △490  －  △37  83

pw0813
画像



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       社 （社名）                        除外       社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

※  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３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。 

  

－ －

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 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２Ｑ 234,456株 21年12月期 233,106 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 12,955,110株 21年12月期２Ｑ 12,956,589 株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から６月30日まで）における我が国経済は、輸出産業を主とした

企業収益に改善の動きが見られるものの、欧州経済悪化の懸念から先行き不透明な状況が続いております。 

外食産業におきましては、依然として消費者の低価格志向と企業間の価格競争が激化しており、客単価が大幅に

減少するなど、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、当社グループはこれまで進めてきた既存店舗への注力、収益構造の改革を主軸に、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、店舗組織体制の整備を進めたほかハレの

日イベントの事前予約率向上に努め、生産性の改善を図ってまいりました。また冷凍ラインを活かした新物流体制

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、コスト削減、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２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は個人消費の低迷やデフレの影響、また

第２四半期に実施した販促政策、商品政策が想定ほどの効果が得られかったことにより109億67百万円（前年同期

比10.4％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３億44百万円（前年同期は72百万円の営業利益）、経常損失は２億88百万円（前

年同期は１億78百万円の経常利益）となりました。また、特別損失として減損損失２億８百万円の発生等により四

半期純損失は５億55百万円（前年同期は２億60百万円の四半期純利益）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。「小僧寿し」店舗では、今後の外食市場を支

える30代をターゲットとした商品を投入したほか、多方面からの商品告知、割引サービスの提供により、新規顧客

の獲得に努めてまいりました。また店舗指導、教育、店舗組織の体系を整備し、ＱＳＣの向上、商品陳列のコント

ロールや粗利益の確保を図りました。「札幌海鮮丸」では潜在ニーズが高いと思われる高齢者世帯に対しての割引

サービスを導入したほか、インターネットによる受注を開始しマーケットの創出を図っております。第２四半期連

結会計期間の直営店舗展開につきましては、札幌海鮮丸において初出店となる仙台エリアに１店を出店し、「小僧

寿し」20店、「札幌海鮮丸」１店の閉店を行ったことにより店舗数は421店となり、売上高は98億29百万円（前年

同期比10.1％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。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」の全国展開を開始し、新規顧客の獲得を図ってまいりました。

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、11億37百万円（前年同期比12.7％

減）となっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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70億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億70百万円の減少と

なりました。主な要因としては、現金及び預金が10億14百万円、受取手形及び売掛金が２億19百万円、有形固定資

産が１億78百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は35億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億13百万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８億89百万円、未払法人税等が97百万円、長期未払金が１億44百万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５億55百万円減少し、34億91百万円となりました。  

  

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24億９百万円 となり、前連結会計年度末に比べ13億14百万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12億47百万円（前年同期は５億５百万円の減

少）となりました。 

これは、売上債権の減少２億19百万円、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２億８百万円が

あった一方、仕入債務の減少８億89百万円及び法人税等の支払額１億51百万円、確定拠出年金制度移行に伴う未払

金の支払額が１億45百万円等資金の減少要因が上回ったことによるものです。 

１．当四半期の連結業績等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２百万円（前年同期は11億75百万円の増加）と

なりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出が63百万円あったものの、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48百万円等資金の増加要因が上回ったことによるものです。  

（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69百万円（前年同期は３億65百万円の減少）と

なりました。 

これは、長期借入金の返済による支出が34百万円及びリース債務の返済による支出が34百万円あったことによる

ものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成22年８月６日公表の「平成22年12月期（連結・個別）業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

なお、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

前連結会計年度においては、中期計画として策定した諸施策の効果もあり、前第２四半期連結会計期間より継続

して営業利益の計上となり事業構造の改善が見られ、営業キャッシュ・フローは改善が見られたものの、当第２四

半期連結会計期間ではマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況（以

下「重要事象等という）が存在しております。 

上記に記載した重要事象等に対する対応策は次のとおりです。 

当社グループでは、新たに「小僧寿しブランドの進化と創造」を掲げ、これまで実施してきた諸改革を承継しつ

つ、商品やサービスの練磨と新規マーケットの開拓を進め、さらなる業績の向上に取り組んでまいります。 

小僧寿し直営店舗においては、売上拡大策として、将来的にも外食市場の主要層となる30代をターゲットとした

商品の開発、投入を行っていくほか、これまでの販売促進手法の見直しを行い、携帯電話に加えインターネットで

の訴求も積極的に取り入れてまいります。 

また、子会社の㈱札幌海鮮丸では新規宅配エリアの開拓やインターネットでの受注システムの検討を行い、マー

ケットの拡大を図ってまいります。 

寿しＦＣ事業においては、加盟者の既存店売上は未だ回復には至っておりませんが、直営タイプへのリニューア

ルを実施した店舗においては売上回復の兆しが見え、今後も加盟店のリニューアル転換を推進してまいります。ま

た、加盟者の募集については引き続き推進してまいります。 

一方で、マーチャンダイジング機能の強化策の一環として、計画購買、グループ購買の強化による仕入価格の低

減を引き続き進めるほか、冷凍ラインの構築による品質向上とトータル原価の低減を図ってまいります。 

経費面では、店舗作業の見直しと標準化を進め生産性の改善を図ると同時に、事務業務の統合や要員計画の見直

し等による人的資源の 適化により、効率的な経営に努めてまいります。 

商品政策としては、新メニューの投入、親会社である㈱すかいらーくの食材を使用した商品の開発、効率的なイ

ベント商品の投入を行うことにより、売上と利益の向上を図ります。また、営業部門でのロス管理の徹底、ＭＤ部

門で商品のモジュール化及び在庫の削減を図り、粗利益の向上に取り組んでまいります。 

なお、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、「継続企業の前提に関する注記」の記

載には至りませんでした。   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 709,792 1,724,199

受取手形及び売掛金 271,933 491,727

商品 558,962 664,053

貯蔵品 13,433 15,495

繰延税金資産 39,025 38,166

関係会社預け金 1,700,000 2,000,000

その他 259,551 239,996

貸倒引当金 △27,051 △30,523

流動資産合計 3,525,646 5,143,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,087,331 4,284,583

減価償却累計額 △3,204,589 △3,233,912

建物及び構築物（純額） 882,742 1,050,670

機械装置及び運搬具 322,933 354,736

減価償却累計額 △291,174 △318,552

機械装置及び運搬具（純額） 31,759 36,183

工具、器具及び備品 1,347,834 1,378,692

減価償却累計額 △1,136,687 △1,112,403

工具、器具及び備品（純額） 211,146 266,289

土地 920,379 920,379

リース資産 242,352 160,233

減価償却累計額 △55,700 △25,209

リース資産（純額） 186,651 135,024

建設仮勘定 608 3,642

有形固定資産合計 2,233,288 2,412,188

無形固定資産 62,397 62,842

投資その他の資産   

投資有価証券 52,914 58,665

長期貸付金 33,596 41,974

敷金及び保証金 1,142,053 1,190,277

長期前払費用 28,277 33,154

破産債権等に準ずる債権 688,702 682,216

その他 90,465 94,024

貸倒引当金 △762,041 △752,932

投資その他の資産合計 1,273,967 1,347,380

固定資産合計 3,569,652 3,822,410

資産合計 7,095,299 8,965,526
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,239,561 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 81,597 52,878

未払金 1,125,193 1,168,296

未払法人税等 82,868 180,534

賞与引当金 22,308 25,244

ポイント引当金 91,000 98,000

店舗等閉鎖損失引当金 36,535 65,526

その他 199,144 312,523

流動負債合計 2,925,815 4,089,991

固定負債   

長期借入金 93,710 118,348

リース債務 153,781 114,806

長期未払金 313,346 457,581

その他 99,152 118,894

固定負債合計 659,990 809,630

負債合計 3,585,806 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 △512,051 43,717

自己株式 △309,720 △309,505

株主資本合計 3,491,634 4,047,619

少数株主持分 17,858 18,284

純資産合計 3,509,493 4,065,903

負債純資産合計 7,095,299 8,965,526
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 12,244,736 10,967,316

売上原価 5,240,164 4,764,307

売上総利益 7,004,572 6,203,008

販売費及び一般管理費 6,931,602 6,547,446

営業利益又は営業損失（△） 72,970 △344,437

営業外収益   

受取利息 17,085 23,881

受取賃貸料 121,043 49,143

その他 47,935 36,030

営業外収益合計 186,064 109,054

営業外費用   

支払利息 3,600 1,398

賃貸資産関連費用 73,079 45,435

その他 3,776 6,737

営業外費用合計 80,455 53,572

経常利益又は経常損失（△） 178,578 △288,955

特別利益   

固定資産売却益 423,447 24,014

貸倒引当金戻入額 29,906 3,408

関係会社株式売却益 83,470 －

店舗等閉鎖損失引当金戻入額 － 12,468

その他 40,565 －

特別利益合計 577,390 39,890

特別損失   

固定資産除却損 11,654 5,135

投資有価証券売却損 10,173 －

減損損失 86,052 208,002

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 －

その他 － 32,758

特別損失合計 407,833 245,896

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（△）

348,135 △494,961

法人税、住民税及び事業税 80,628 62,093

法人税等調整額 431 △858

法人税等合計 81,060 61,234

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,519 △426

四半期純利益又は四半期純損失（△） 260,556 △555,768
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

348,135 △494,961

減価償却費 157,466 157,209

減損損失 86,052 208,002

賃貸資産減価償却費 9,980 2,743

敷金償却額 9,111 6,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,472 5,636

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,240 △2,936

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 △23,961

支払利息 3,600 1,398

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 △24,014

固定資産除却損 11,654 5,135

売上債権の増減額（△は増加） 219,058 219,793

たな卸資産の増減額（△は増加） 177,005 107,152

仕入債務の増減額（△は減少） △911,798 △889,818

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,980 △60,889

その他の流動資産の増減額（△は増加） 453 △17,137

その他の流動負債の増減額（△は減少） △159,570 △115,689

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,122 4,323

その他 5,980 △60,784

小計 △430,757 △972,370

利息及び配当金の受取額 14,596 23,128

利息の支払額 △4,920 △1,409

法人税等の支払額 △84,352 △151,416

確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 － △145,436

営業活動によるキャッシュ・フロー △505,433 △1,247,504

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 △63,254

無形固定資産の取得による支出 △1,955 △5,917

有形固定資産の売却による収入 1,110,434 24,034

投資有価証券の売却による収入 86,266 10,311

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 △2,005

貸付金の回収による収入 28,254 7,727

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 △17,435

敷金の回収による収入 142,299 48,675

その他 4,559 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,175,913 2,136
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 △34,638

リース債務の返済による支出 － △34,185

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 △215

その他 △493 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,234 △69,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,245 △1,314,407

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 3,249,784 2,409,792

㈱小僧寿し本部（9973）　平成22年12月期　第２四半期決算短信

-8-



該当事項はありません。  

  

  

１．事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

  

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1)寿し直営事業・・・・・・・・・・持ち帰り寿し、回転寿し、宅配寿しの販売 

(2)寿しＦＣ事業・・・・・・・・・・加盟店に対する食材、包装資材の販売及びロイヤリティ収入 

３．当社の本社管理部門の費用332,171千円を配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に含めて表示し

ております。 

２．所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

３．海外売上高 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の合計額に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

   

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

  
寿し直営事業

（千円） 
寿しＦＣ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  9,829,855  1,137,460  10,967,316  －  10,967,316

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  9,829,855  1,137,460  10,967,316  －  10,967,316

営業費用  9,928,945  1,050,637  10,979,582  332,171  11,311,754

営業利益又は営業損失（△）  △99,090  86,823  △12,266  (332,171)  △344,437

（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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