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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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12月期第3四半期 16,533 △9.3 △433 ― △361 ― △713 ―
21年12月期第3四半期 18,232 ― 115 ― 224 ― 264 ―

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3四半期 △55.06 ―
21年12月期第3四半期 20.37 ―

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3四半期 6,830 3,351 48.8 257.37
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3四半期  3,334百万円 21年12月期  4,047百万円

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  
 

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

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 22,732 △8.0 △156 ― △71 ― △490 ― △37.83



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※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。 

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。）

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3Q 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3Q  234,704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3Q 12,954,856株 21年12月期3Q 12,956,479株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から９月30日まで）における我が国経済は、一部企業に収益改善

が見られるものの、円高のさらなる進行により輸出産業を中心とした業績の悪化が懸念され、また、失業率の高止

まりした雇用状況、個人消費の低迷など、景気の先行きが不透明な状況が続いております。 

外食産業におきましても、低価格商品、クーポン、割引等を交えた販売競争が恒常化してきており、消費者の価

格志向がより鮮明になってきております。 

このような状況の中で、当社グループは、収益改善に重点を置き、地域に合わせたメニューの変更、お待たせの

ない商品の品揃え、お客様に魅力ある商品の提供と集客を狙った販売促進策を投入いたしました。また、不採算店

舗の閉鎖及び食材の加工場（フレッシュセンター）の集約化を進めております。 

マーチャンダイジング部門では、仕入ルートの見直し、海外での加工ネタの調達、食材の統合化を進め原価低減

策に努めるとともに、冷凍ラインを活かした新物流体制への移管を行い、マグロを中心とした品質の向上を図って

おります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は店舗閉鎖を行ったことと既存店前年比

が92.0％となったため 百万円となりました。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、営業損失は 百万円（前年同期は1億15百万円の営業利益）、経常損失は 百万円

（前年同期は2億24百万円の経常利益）となりました。また、特別損失として減損損失 百万円の発生等により

四半期純損失は 百万円（前年同期は2億64百万円の四半期純利益）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、重点販売商品の品揃

え充実による販売機会損失の撲滅、店舗外からの売上獲得のための外販活動の強化、リピートによる集客・顧客化

を狙った夏のポイントキャンペーンを実施し、販売強化による売上拡大策を主に取り組みました。「札幌海鮮丸」

では、テレビ番組との共同メニュー開発企画による販売促進活動を実施しました。また、潜在ニーズの高い高齢者

世帯向けの宅配サービスの開拓を始めております。第３四半期連結累計期間の直営店舗展開につきましては、「札

幌海鮮丸」１店の開店、「小僧寿し」20店及び「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147億75百万円（前年同期比9.1％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３四半期連結累計期間は、リニューアルモデル店舗への転換の推進及び教育指導を実施した

ほか、全国ＦＣ会議を開催し、販売促進政策、直営店実験成功例、携帯クーポン「オトクーポン」企画などの政策

投入を行ってまいりました。 

寿しＦＣ事業の売上高は、店舗数の減少とそれに伴う食材売上高が減少したため、17億58百万円（前年同期比

11.2％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３四半期連結会計期間末の資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 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7億88百万円、関係会社預け金が6億円、受取手形及び売掛金が2

億23百万円、有形固定資産が2億77百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 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8億71百万円、未払法人税等が73百万円、長期未払金が1億46百万円減少したこと等によ

るものです。 

株主資本は、当第３四半期連結累計期間の業績を反映して 百万円減少し、 百万円となりました。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 百万円 となり、前連結会計年度末に比べ 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３四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 百万円（前年同期は3億92百万円の減

少）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

165億33

4億33 3億61

2億40

7億13

68億30 21億35

34億78 14億21

7億13 33億34

23億35 13億88

12億87
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これは、売上債権の減少2億23百万円、非資金取引である減価償却費2億39百万円及び減損損失2億40百万円があ

った一方、仕入債務の減少8億71百万円及び法人税等の支払額1億56百万円、確定拠出年金制度移行に伴う未払金の

支払額が1億48百万円等資金の減少要因が上回ったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は 百万円（前年同期は11億37百万円の増加）と

なりました。 

これは、有形固定資産の売却による収入が22百万円及び敷金の回収による収入が68百万円等の資金の増加要因が

あったものの、有形固定資産の取得による支出86百万円等の減少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３四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 百万円（前年同期は4億96百万円の減少）

となりました。 

これは、長期借入金の返済による支出が46百万円及びリース債務の返済による支出が55百万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革が進み、営業キャッシュ・フローの改善が見られたものの当第３四半期

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、商品やサービスのブラッシュアップと新規マーケットの開拓を進め、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、若い世代層向けに携帯電話に加え

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。 

一番の課題である販売ピーク時対策として、製造計画の精度を上げ、重点商品の品揃えを充実させることにより

機会損失をなくし、売上の向上につなげてまいります。同時に、店舗毎に作業の見直しと標準化を進め生産性の改

善を図ることにより経費面での削減を進めてまいります。  

また、作り立ての商品提供を行う店舗と作り置きの品揃えを充実させた店舗の２タイプのモデル店の実験を開始

しており、今後の横展開を視野に入れております。  

子会社の㈱札幌海鮮丸においては、高齢者世帯の開拓やインターネットでの受注システムを開始し、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、加盟店のリニューアルモデ

ル店舗への転換を推進していきます。また、新たに全国ＦＣ会議を開催し、討議、伝達だけではなく、指導を含め

た政策を進めてまいります。 

1

1億1

２．その他の情報
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マーチャンダイジング機能の強化策の一環としては、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、同一食材の統合化や在庫圧縮、冷凍ラインの構築によるマグロを中心とした品質向上とトータ

ル原価の低減を図ってまいります。 

経費面では、全社的な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 適化を図る一方、本社事務所の

移転及びその他事務所の統合化を図り、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

ベント商品の投入や他業種との提携企画を行うことにより、売上と利益の向上を図ります。 

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。   
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 935,872 1,724,199

受取手形及び売掛金 268,551 491,727

商品 513,726 664,053

貯蔵品 13,173 15,495

繰延税金資産 46,669 38,166

関係会社預け金 1,400,000 2,000,000

その他 279,108 239,996

貸倒引当金 △27,548 △30,523

流動資産合計 3,429,552 5,143,115

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,993,650 4,284,583

減価償却累計額 △3,174,675 △3,233,912

建物及び構築物（純額） 818,974 1,050,670

機械装置及び運搬具 329,941 354,736

減価償却累計額 △294,465 △318,552

機械装置及び運搬具（純額） 35,475 36,183

工具、器具及び備品 1,344,796 1,378,692

減価償却累計額 △1,145,481 △1,112,403

工具、器具及び備品（純額） 199,315 266,289

土地 891,323 920,379

リース資産 263,629 160,233

減価償却累計額 △74,948 △25,209

リース資産（純額） 188,680 135,024

建設仮勘定 494 3,642

有形固定資産合計 2,134,263 2,412,188

無形固定資産 60,288 62,842

投資その他の資産   

投資有価証券 52,714 58,665

長期貸付金 32,515 41,974

敷金及び保証金 1,088,261 1,190,277

長期前払費用 24,653 33,154

破産債権等に準ずる債権 683,410 682,216

その他 49,720 94,024

貸倒引当金 △725,273 △752,932

投資その他の資産合計 1,206,002 1,347,380

固定資産合計 3,400,553 3,822,410

資産合計 6,830,106 8,965,526
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,257,774 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 87,201 52,878

未払金 958,436 1,168,296

未払法人税等 106,986 180,534

賞与引当金 90,826 25,244

ポイント引当金 93,000 98,000

店舗等閉鎖損失引当金 27,933 65,526

その他 185,770 312,523

流動負債合計 2,855,537 4,089,991

固定負債   

長期借入金 81,808 118,348

リース債務 149,645 114,806

長期未払金 311,161 457,581

その他 80,265 118,894

固定負債合計 622,881 809,630

負債合計 3,478,418 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 △669,625 43,717

自己株式 △309,752 △309,505

株主資本合計 3,334,029 4,047,619

少数株主持分 17,659 18,284

純資産合計 3,351,688 4,065,903

負債純資産合計 6,830,106 8,965,526
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 18,232,036 16,533,664

売上原価 7,824,986 7,145,736

売上総利益 10,407,050 9,387,927

販売費及び一般管理費 10,291,492 9,821,920

営業利益又は営業損失（△） 115,557 △433,992

営業外収益   

受取利息 25,730 34,680

受取賃貸料 149,324 71,662

その他 52,534 44,162

営業外収益合計 227,589 150,504

営業外費用   

支払利息 5,250 2,003

賃貸資産関連費用 99,588 65,973

その他 13,966 9,900

営業外費用合計 118,805 77,877

経常利益又は経常損失（△） 224,341 △361,365

特別利益   

固定資産売却益 427,981 24,014

貸倒引当金戻入額 30,115 3,006

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 44,779 660

特別利益合計 586,346 40,149

特別損失   

固定資産売却損 － 19,841

固定資産除却損 15,301 8,108

投資有価証券売却損 10,173 －

減損損失 86,052 240,680

確定拠出年金制度への移行に伴う損失 204,426 －

早期割増退職金 94,253 －

その他 － 29,876

特別損失合計 410,206 298,506

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（△）

400,481 △619,722

法人税、住民税及び事業税 138,438 102,748

法人税等調整額 △13,912 △8,503

法人税等合計 124,525 94,245

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11,926 △625

四半期純利益又は四半期純損失（△） 264,029 △713,342
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

400,481 △619,722

減価償却費 238,354 239,712

減損損失 86,052 240,680

賃貸資産減価償却費 11,411 4,009

敷金償却額 13,398 9,593

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,083 1,565

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,576 65,582

退職給付引当金の増減額（△は減少） △376,174 －

受取利息及び受取配当金 △25,730 △34,760

支払利息 5,250 2,003

早期割増退職金 94,253 －

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） △427,981 △4,172

固定資産除却損 15,301 8,108

売上債権の増減額（△は増加） 193,983 223,175

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,643 152,649

仕入債務の増減額（△は減少） △830,833 △871,605

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,584 △70,250

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,272 △1,314

その他の流動負債の増減額（△は減少） △152,940 △282,792

その他の固定負債の増減額（△は減少） 417,350 4,284

その他 △38,114 △84,448

小計 △229,409 △1,017,702

利息及び配当金の受取額 23,067 36,853

利息の支払額 △6,589 △2,016

早期割増退職金の支払額 △94,253 －

法人税等の支払額 △85,004 △156,405

確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 － △148,714

営業活動によるキャッシュ・フロー △392,189 △1,287,984
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △240,924 △86,107

無形固定資産の取得による支出 △2,705 △6,561

有形固定資産の売却による収入 1,118,711 22,339

投資有価証券の売却による収入 86,266 11,171

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 △6,800 △2,005

貸付金の回収による収入 33,996 10,698

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 △28,523 △20,655

敷金の回収による収入 159,528 68,622

その他 4,969 4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,137,522 1,501

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 △96,540 △46,540

リース債務の返済による支出 － △55,058

社債の償還による支出 △400,000 －

自己株式の取得による支出 △148 △247

その他 △81 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △496,769 △101,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 248,563 △1,388,327

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 3,193,102 2,335,872
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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３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９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488,106千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３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９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３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９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  14,775,361  1,758,303  16,533,664  －  16,533,664

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  14,775,361  1,758,303  16,533,664  －  16,533,664

営業費用  14,863,889  1,615,661  16,479,550  488,106  16,967,657

営業利益又は営業損失（△）  △88,527  142,641  54,113  (488,106)  △433,992

（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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