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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 22,530 △9.9 114 △12.2 142 △39.3 △825 ―
22年3月期 25,009 △8.3 130 △82.0 235 △72.0 △2,151 ―

（注）包括利益 23年3月期 △856百万円 （―％） 22年3月期 △2,173百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △93.50 ― △25.3 1.4 0.5
22年3月期 △243.57 ― △44.0 2.0 0.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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

23年3月期 10,050 2,780 27.7 314.82
22年3月期 10,260 3,743 36.5 423.89

（参考） 自己資本   23年3月期  2,780百万円 22年3月期  3,743百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △1 △454 401 2,107
22年3月期 472 △683 △446 2,183

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 105 ― 2.2
23年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00 52 ― 1.6
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 11,660 △2.0 △10 ― 30 △73.0 △40 ― △4.53
通期 23,360 3.7 350 205.7 440 207.9 310 ― 35.10



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 8,882,908 株 22年3月期 8,882,908 株
② 期末自己株式数 23年3月期 52,179 株 22年3月期 51,596 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 8,830,972 株 22年3月期 8,831,656 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 20,481 △10.9 119 △19.2 169 △38.1 △831 ―
22年3月期 22,977 △9.5 148 △78.5 273 △67.0 △2,029 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 △94.20 ―
22年3月期 △229.80 ―

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

23年3月期 9,779 2,710 27.7 306.94
22年3月期 10,004 3,650 36.5 413.32

（参考） 自己資本 23年3月期  2,710百万円 22年3月期  3,650百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基く監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基く財務諸表に対する監査手続は
完了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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って異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料の３ページをご参照ください。 

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(累計) 10,590 △2.1 △60 ― △10 ― △70 ― △7.93
通期 21,170 3.4 260 116.7 360 112.6 250 ― 28.31
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

（連結） 

（個別） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の改善や経済対策の効果などを背景に、企業収益の改善や個人消

費の持ち直しの動きがみられたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が国内経済に与える影響は甚大で

あり、先行き不透明な状況となっております。 

外食産業におきましては、お客様の節約志向や低価格志向が依然強く、加えて企業間の競争・競合の激化から経営

環境が益々厳しくなっております。 

このような状況の中で当社グループは、「もっとお客様に喜ばれるお店に変えよう」をテーマに人材育成や営業力

の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高225億３千万円（前年同期比9.9％減）、営業利益１億１千４百万円

（前年同期比12.2％減）、経常利益１億４千２百万円（前年同期比39.3％減）、当期純損失８億２千５百万円（前年

同期は当期純損失21億５千１百万円）となりました。 

事業セグメントの業績は次のとおりであります。 

（レストラン事業） 

レストラン事業におきましては、客数減少に歯止めをかけるため、接客サービスレベルの向上に取り組むととも

に、販売促進策の強化を図り価格帯や商品構成の見直しにより客単価の引き上げを行ってまいりました。 

店舗展開につきましては、新規出店を控え、既存店の業績回復を優先し、「すしおんど」から「魚べい」への業態

転換を推進いたしました。標準的な「魚べい」は、スロットゲームを搭載したタッチパネルによる受注システムに加

え、業界初となる「２段高速レーン」を装備しており、アミューズメント性とご注文品のスムーズな提供を実現して

おります。また、パウダールームの充実、幅広い駐車スペースなど、女性に優しい店づくりとなっております。 

当連結会計年度におきましては、新設店７店舗を出店し、不採算店等25店舗を退店したことにより、総店舗数は

168店舗となりました。また、改装等につきましては、業態転換を含め25店舗を実施いたしました。 

販売促進につきましては、携帯電話をメディアとした「モバイル会員システム」を本格稼働いたしました。「モバ

イル会員システム」は入会されたお客様に直接当社の価値観・メッセージを伝えることで、お客様の来店頻度を高

め、サポーター化を推進するとともに、価格競争に頼らない販促活動に繋げております。 

この結果、レストラン事業の業績は、売上高214億５千７百万円、セグメント損失２億４千２百万円となりまし

た。 

１．経営成績

  前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円） 前年同期比（％） 

売上高  25,009  22,530  △9.9

営業利益  130  114  △12.2

経常利益  235  142  △39.3

当期純利益  △2,151  △825  －

  前期（百万円） 当期（百万円） 前年同期比（％） 

売上高  22,977  20,481  △10.9

営業利益  148  119  △19.2

経常利益  273  169  △38.1

当期純利益  △2,029  △831  －

元気寿司㈱　（9828）　平成23年３月期　決算短信

－2－



（フランチャイズ事業） 

フランチャイズ事業におきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持と新規出店の促進を図るため、派遣指

導等を充実するとともに季節メニューの紹介や食材の販売強化に取り組んでまいりました。 

店舗展開につきましては、香港に４店舗、中国南部に３店舗、シンガポールに１店舗を出店し、インドネシアで１

店舗、台湾で１店舗を退店したことにより、総店舗数は52店舗となりました。また、このほか新たなフランチャイズ

先１社が、１号店の出店に向けての準備を進めております。 

この結果、フランチャイズ事業の業績は、売上高11億５千１百万円、セグメント利益２億４千５百万円となりまし

た。 

② 次期の見通し 

（連結） 

（個別） 

今後の見通しといたしましては、景気に持ち直しの動きがみられたものの、東日本大震災が国内経済に与える影響

は甚大であり、また、夏季の電力不足も懸念され、先行き不透明な状況となっております。外食産業におきまして

も、競争・競合の激化により、厳しい経営環境が続くものと思われます。 

当社グループといたしましては、「女性とお子様」をキーワードに、心地よくて、楽しく、もう一度来店したいと

思われる店づくりに取り組んでまいります。 

以上により、次期の業績見通しといたしましては、売上高233億６千万円（前年同期比3.7％増）、営業利益３億５

千万円（前年同期比205.7％増）、経常利益４億４千万円（前年同期比207.9％増）、当期純利益３億１千万円（前年

同期は当期純損失８億２千５百万円）を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

資産合計は、前連結会計年度に比べ２億１千万円減少し、100億５千万円となりました。これは主に、建物及び構

築物の減少２億５千４百万円、差入保証金の減少３億５千４百万円があったこと等によるものであります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度に比べ７億５千３百万円増加し、72億７千万円となりました。これは主に、借入金の

増加６億１千９百万円、リース債務の増加４億２千３百万円、資産除去債務の増加３億４千７百万円があったこと等

によるものであります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ９億６千３百万円減少し、27億８千万円となりました。これは主に、当期純

損失の計上８億２千５百万円があったこと等によるものであります。 

この結果、１株当たり純資産額は109.07円減少し、314.82円となり、自己資本比率は8.8ポイント下降し、27.7％

となりました。 

  当連結会計年度（百万円） 
次連結会計年度予想 

（百万円） 
前年同期比（％） 

売上高  22,530  23,360 ＋  3.7

営業利益  114  350 ＋  205.7

経常利益  142  440 ＋  207.9

当期純利益  △825  310  －

  当期（百万円） 次期予想（百万円） 前年同期比（％） 

売上高  20,481  21,170 ＋  3.4

営業利益  119  260 ＋  116.7

経常利益  169  360 ＋  112.6

当期純利益  △831  250  －
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７千６百万円

減少し、当連結会計年度末には21億７百万円となりました。 

当連結会計年度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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、１百万円（前年同期は４億７千２百万円の獲得）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純損失７億７百万円による減少があった一方で、減価償却費５億５千５百万円、減損損失３億９千９

百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額２億９千４百万円による増加があったこと等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、４億５千４百万円（前年同期は６億８千３百万円）となりました。これは有形固

定資産の取得による支出５億１千２百万円、差入保証金の差入による支出２億１千４百万円があった一方で、差入保

証金の回収による収入２億８千２百万円があったこと等によるものであります。 

（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、４億１百万円（前年同期は４億４千６百万円の使用）となりました。これは、短

期借入金の増加額３億円、長期借入れによる収入17億円があった一方で、長期借入金の返済による支出13億８千万円

があったこと等によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  
前連結会計年度 
（百万円） 

当連結会計年度 
（百万円） 

比較増減（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  472  △1  △474

投資活動によるキャッシュ・フロー  △683  △454  229

財務活動によるキャッシュ・フロー  △446  401  848

現金及び現金同等物に係る換算差額  △0  △22  △21

現金及び現金同等物の増減額  △657  △76  581

現金及び現金同等物の期首残高  2,841  2,183  △657

現金及び現金同等物の期末残高  2,183  2,107  △76

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

自己資本比率（％）  47.2  36.5  27.7

時価ベースの自己資本比率（％）  82.8  100.9  77.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
 4.7  7.2  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 14.2  9.0  －
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上の 重要課題の一つと認識しており、株主資本の充実を図るととも

に、安定的な配当及び株主優待券の発行を継続して行うことを基本方針としております。また、内部留保資金は、店

舗の新設及び改装、新業態の開発など将来の利益に貢献する有効な投資資金として活用する所存であります。 

しかしながら、当期の期末配当金につきましては、当期の業績、財政状況等を勘案し、誠に遺憾ながら、無配とさ

せていただく予定であります。 

また、次期の配当金につきましても、同様とさせていただく予定であります。 

(4）事業等のリスク 

当社グループの事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

① 競合の状況について 

当社グループの属する外食産業におきましては、マーケットが飽和、成熟段階に入っており、お客様のニーズの変

化、多様化に応えるため、企業間の差異化競争が一層激しくなっております。 

当社グループといたしましては、常に顧客動向に敏感に反応しながら、商品開発、サービスの向上並びに、快適な

店舗づくりに取り組んでまいりますが、今後の競争の状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績が影響

を受ける可能性があります。 

② 食材等の市況について 

当社グループの扱う食材のうち、魚介類、農産物は、天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リスクを

負っております。さらに海外産の冷凍水産物等は、現地の市況、為替の変動による国内市況変動のリスクがありま

す。 

当社グループでは、産地の分散、複数社購買等により、低価格かつ安定的な購入に努めておりますが、上記諸事情

等により食材市況が大幅に変動した場合、仕入価格の上昇、食材の不足等により、当社グループの財政状態及び経営

成績が影響を受ける可能性があります。 

③ 当社グループの出店方針について 

当社グループは、レストラン関連事業を行っており、直営店舗数は平成23年３月期末現在168店舗となっておりま

す。 

出店立地としては、ロードサイドの外食や物販が集積した相乗効果を発揮する場所、集客力のあるショッピングセ

ンター敷地内等を基本としておりますが、駅前やビルイン等市街地につきましても、今後の出店戦略の中で重要な立

地と位置づけております。 

出店方針としては、ドミナントエリアの構築、利益に対する投資割合、社内体制等を総合的に勘案することに加

え、出店とあわせて、スクラップ＆ビルド及び既存店の改装や業態転換等各種の方策を総合的に検討しながら、進め

ていく方針であります。 

当社グループは、上記出店方針を継続する計画でありますが、物件獲得競争の激化や、家賃相場の上昇等各種要因

により、計画どおり、出店、退店が、適時に行えず、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性が

あります。 
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④ 法的規制等について 

当社グループは、「食品衛生法」の法的規制を受けており、店舗毎に所轄の保健所を通じての営業許可を取得して

おります。 

当社グループの取扱商品は食材が主体でありますので、衛生管理には特に留意し、衛生管理室により、流通センタ

ー、各店舗の食材、従業員、設備備品の定期検査を実施しております。食材については、当社納入時、製造時及び店

舗の３つの段階でのサンプル回収による細菌検査を実施しております。 

検査の結果、細菌数の多い納入業者に対しては、注意勧告、取引停止等の措置で対応しております。店舗段階にお

いては、食材の検体回収はもちろんのこと、手指、まな板、すし握り機等の設備、備品からの拭き取りによる細菌検

査、その結果を受けての改善指導、再検査というかたちで実施しております。また加工センターについても、従業

員、設備、備品については、店舗同様に実施しております。また食味と衛生、鮮度保持のため、瞬間凍結庫や超低温

冷凍庫、ボイラー方式による殺菌洗浄機、蒸し機等の設備を保持しております。さらに店舗、加工センターの従業員

の保菌検査については定期的に外部委託により実施しております。 

上記のように、当社グループは積極的に衛生管理に取り組んでおりますが、当社グループ固有の衛生問題のみなら

ず、社会全般にわたる一般的な衛生問題等が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可

能性があります。 

⑤ 差入保証金について 

当社グループでは、賃借による出店を基本としております。このため、店舗用建物の契約時に賃貸人に対し保証金

を差し入れます。当該店舗に係る差入保証金の残高は、平成23年３月期末現在22億５百万円（連結総資産に対し

21.9％）であります。 

当社グループの賃貸借契約においては、当該保証金は期間満了による契約解消時に一括返還されるか、一定期間経

過後数年にわたって均等返還されるかが通例となっており、契約毎に返還条件は異なっておりますが、賃貸側の経済

的破綻等予期せぬ事態が発生した場合には、その一部または全額が回収出来なくなる可能性もあります。また、契約

に定められた期間満了日前に中途解約をした場合は、契約内容に従って契約違約金の支払が必要となります。 

⑥ 海外フランチャイズ契約について 

当社グループは、平成23年３月期末時点で米国に直営店舗が18店舗あり、ハワイ市場での寡占化を図るともに、米

国本土への店舗展開を開始しております。 

またアジア・中東地域にあっては、現地の優良法人とのフランチャイズ方式によって52店舗を展開しております。

当社グループは、これまで、フランチャイズ先と良好な関係を構築しており、今後もフランチャイズ展開を継続す

る計画であります。しかしながら、今後、フランチャイズ先との交渉、競合会社との条件競争等により、良好な関係

を維持できない場合等には、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性があります。 

⑦ 自然災害等について 

当社グループは、国内・海外において、店舗展開しておりますが、予期せぬ火災、テロ、戦争、疫病、地震、異常

気象等の人災や天災により、店舗の損壊、店舗への商品供給の停止及びその他店舗の営業継続に支障をきたす事態が

発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社１社及びその他の関係会社１社により構成されておりレ

ストラン関連事業を行っております。 

 当社グループの、事業の内容及び当該事業における当社及び関係会社の位置づけは次のとおりであります。 

 なお、次の２部門は ４．連結財務諸表 注記事項に掲げるセグメントの区分と同一であります。 

（レストラン事業）  当社及び子会社のGENKI SUSHI USA,INC.において、回転寿司等の展開を行っているほか、その

他の関係会社の㈱グルメ杵屋において、回転寿司以外のレストランの展開を行っております。 

（フランチャイズ事業） 当社において、海外フランチャイズ展開を行っております。 

（事業系統図） 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 
（関係会社の状況） 

（注） 有価証券報告書を提出しております。 

２．企業集団の状況

名称 住所 資本金 主要な事業
の内容 

議決権の所有
（または被所
有）割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社）   千米ドル       

GENKI SUSHI 

USA,INC. 
米国ハワイ州 500 飲食事業  100.0

当社より一部食材等の供給を受けている。 

当社へロイヤリティーの支払をしている。 

当社より資金援助を受けている。 

役員の兼任等…有 

（その他の関係会社）   百万円       

㈱グルメ杵屋 （注） 
大阪府大阪市 住

之江区 
5,838 飲食事業他  (33.4)

業務上の提携関係にある。 

役員の兼任等…有 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは「回転寿司を通して社会に貢献し、日本全国から世界へと寿司文化の普及拡大をめざす」ことを経

営理念に掲げております。 

この理念に基づき、お客様からは高い評価とゆるぎない信頼を得るためにＱ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ

（クレンリネス）を徹底し、また株主様には堅実で安定した会社経営と業績の進展で期待に応えるよう努力してまい

ります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、利益を安定的に確保し、企業価値を高めるという観点から売上高営業利益率（５％以上）、自己

資本当期純利益率（10％以上）を経営指標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 国内の店舗展開 

国内における店舗展開については、均一価格の進化型「魚べい」、おいしさと値頃感「元気寿司」、本物志向

「千両」等を、地域市場性を十分考慮しながら出店を進めてまいります。なお、出店地域については、首都圏、札

幌市近郊を重点開発エリアと位置づけております。 

② 海外の店舗展開 

海外における店舗展開については、米国ハワイの直営子会社を通してハワイ市場の寡占化を図るとともに、米国

本土への積極的な店舗展開を推進してまいります。またアジア・中東地域にあっては、現地の優良法人とのフラン

チャイズ方式によって今後も積極的に展開して行く方針であります。 

(4）会社の対処すべき課題 

国内の店舗展開については、当社グループを取り巻く環境の変化や同業他社との競争激化により、厳しい状況が続

いております。 

また、海外の店舗展開については、日本食・健康食ブームを受け、積極的に展開しておりますが、更にスピードア

ップが必要であると考えております。  

このような状況に対応すべく、次のとおり進めてまいります。 

① 営業力の強化（接客サービス向上・販売促進強化・設備充実等） 

② 効率的な食材調達と新商品の開発 

③ 精度の高い立地選定 

④ 子会社、フランチャイジーとの連携・支援強化 

⑤ 「釜や本舗」の再構築による利益化 

⑥ 財務体質の改善 

これにより、他社との差異化を図りながら、業績の回復に向けて取り組んで行きたいと考えております。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,183,615 2,107,039

売掛金 103,725 153,306

商品及び製品 208,120 223,494

原材料及び貯蔵品 55,182 55,850

繰延税金資産 302,572 269,073

その他 852,001 780,120

貸倒引当金 △2,715 △2,786

流動資産合計 3,702,502 3,586,098

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,463,065 5,208,949

機械装置及び運搬具 344,548 332,574

土地 769,624 761,962

リース資産 369,848 881,782

その他 712,196 716,090

減価償却累計額 △4,663,932 △4,699,009

有形固定資産合計 2,995,351 3,202,349

無形固定資産   

借地権 69,988 67,958

その他 151,336 122,064

無形固定資産合計 221,324 190,023

投資その他の資産   

投資有価証券 42,466 41,180

差入保証金 2,559,793 2,205,453

繰延税金資産 102,502 103,067

投資不動産 1,034,208 1,030,302

減価償却累計額 △430,941 △431,584

その他 75,899 164,195

貸倒引当金 △42,330 △40,454

投資その他の資産合計 3,341,598 3,072,158

固定資産合計 6,558,274 6,464,532

資産合計 10,260,776 10,050,630
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 883,160 703,083

短期借入金 1,130,002 1,551,452

リース債務 70,698 148,575

未払費用 731,640 556,574

未払法人税等 55,000 51,000

賞与引当金 168,000 70,000

資産除去債務 － 31,150

その他 581,205 463,990

流動負債合計 3,619,707 3,575,825

固定負債   

長期借入金 1,830,704 2,029,041

リース債務 377,015 722,618

繰延税金負債 27 13,226

長期リース資産減損勘定 632,313 558,477

資産除去債務 － 316,594

その他 57,535 54,765

固定負債合計 2,897,596 3,694,722

負債合計 6,517,303 7,270,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,151,528 1,151,528

資本剰余金 1,344,671 1,344,671

利益剰余金 1,450,214 518,542

自己株式 △69,615 △70,204

株主資本合計 3,876,798 2,944,538

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 △1,217

為替換算調整勘定 △133,366 △163,238

その他の包括利益累計額合計 △133,325 △164,456

純資産合計 3,743,472 2,780,082

負債純資産合計 10,260,776 10,050,630
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 25,009,347 22,530,148

売上原価 9,907,910 9,026,477

売上総利益 15,101,437 13,503,671

営業収入 241,615 －

営業総利益 15,343,053 －

販売費及び一般管理費   

賃借料 2,757,421 2,179,520

給料及び手当 7,614,326 6,752,967

賞与引当金繰入額 159,470 68,453

その他 4,681,509 4,388,256

販売費及び一般管理費合計 15,212,727 13,389,198

営業利益 130,325 114,472

営業外収益   

受取利息 1,679 771

受取配当金 234 238

仕入割引 87,995 105,211

受取賃貸料 47,064 51,468

雑収入 45,850 32,275

営業外収益合計 182,825 189,965

営業外費用   

支払利息 52,298 60,732

為替差損 22,616 75,305

賃貸費用 － 24,877

雑損失 2,807 602

営業外費用合計 77,723 161,519

経常利益 235,427 142,918

特別利益   

固定資産売却益 ※1  4,500 ※1  19,570

貸倒引当金戻入額 10,588 1,804

受取補償金 14,755 －

賃貸借契約解約損戻入益 － 71,620

特別利益合計 29,843 92,996

特別損失   

固定資産除却損 ※2  78,539 ※2  11,552

減損損失 ※3  833,776 ※3  399,120

賃貸借契約解約損 468,091 163,215

災害による損失 － 74,869

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 294,345

特別損失合計 1,380,408 943,104

税金等調整前当期純損失（△） △1,115,137 △707,189

法人税、住民税及び事業税 99,707 86,200

法人税等調整額 936,253 32,307

法人税等合計 1,035,960 118,508

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △825,697

当期純損失（△） △2,151,097 △825,697
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △825,697

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,258

為替換算調整勘定 － △29,871

その他の包括利益合計 － ※2  △31,130

包括利益 － ※1  △856,828

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △856,828

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,151,528 1,151,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,151,528 1,151,528

資本剰余金   

前期末残高 1,344,671 1,344,671

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,344,671 1,344,671

利益剰余金   

前期末残高 3,707,293 1,450,214

当期変動額   

剰余金の配当 △105,981 △105,973

当期純損失（△） △2,151,097 △825,697

当期変動額合計 △2,257,079 △931,671

当期末残高 1,450,214 518,542

自己株式   

前期末残高 △68,880 △69,615

当期変動額   

自己株式の取得 △734 △588

当期変動額合計 △734 △588

当期末残高 △69,615 △70,204

株主資本合計   

前期末残高 6,134,612 3,876,798

当期変動額   

剰余金の配当 △105,981 △105,973

当期純損失（△） △2,151,097 △825,697

自己株式の取得 △734 △588

当期変動額合計 △2,257,814 △932,259

当期末残高 3,876,798 2,944,538
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △47 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 △1,258

当期変動額合計 88 △1,258

当期末残高 40 △1,217

為替換算調整勘定   

前期末残高 △110,990 △133,366

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,376 △29,871

当期変動額合計 △22,376 △29,871

当期末残高 △133,366 △163,238

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △111,037 △133,325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,288 △31,130

当期変動額合計 △22,288 △31,130

当期末残高 △133,325 △164,456

純資産合計   

前期末残高 6,023,575 3,743,472

当期変動額   

剰余金の配当 △105,981 △105,973

当期純損失（△） △2,151,097 △825,697

自己株式の取得 △734 △588

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,288 △31,130

当期変動額合計 △2,280,102 △963,390

当期末残高 3,743,472 2,780,082
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,115,137 △707,189

減価償却費 570,744 555,793

減損損失 833,776 399,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,588 △1,804

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 △98,000

受取利息及び受取配当金 △1,913 △1,009

支払利息 52,298 60,732

賃貸借契約解約損戻入益 － △71,620

固定資産除売却損益（△は益） 74,039 △8,017

賃貸借契約解約損 415,499 163,215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 294,345

売上債権の増減額（△は増加） △37,814 △50,028

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,963 △17,479

仕入債務の増減額（△は減少） 47,918 △173,054

その他 △125,094 △235,511

小計 696,693 109,492

利息及び配当金の受取額 1,930 1,012

利息の支払額 △52,120 △61,118

法人税等の支払額 △173,621 △51,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 472,881 △1,906

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 △742,816 △512,548

有形固定資産の売却による収入 4,500 20,691

無形固定資産の取得による支出 △29,472 △5,957

差入保証金の差入による支出 △145,853 △214,793

差入保証金の回収による収入 232,988 282,672

その他 △2,944 △24,348

投資活動によるキャッシュ・フロー △683,598 △454,283

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） － 300,000

長期借入れによる収入 1,000,000 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,281,216 △1,380,213

リース債務の返済による支出 △58,190 △111,397

配当金の支払額 △105,981 △105,973

その他 △1,520 △588

財務活動によるキャッシュ・フロー △446,908 401,827

現金及び現金同等物に係る換算差額 △219 △22,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △657,845 △76,576

現金及び現金同等物の期首残高 2,841,461 2,183,615

現金及び現金同等物の期末残高 2,183,615 2,107,039
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該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数……１社 

連結子会社名 

GENKI SUSHI USA,INC. 

(1）      同左 

  (2）非連結子会社はありません。 (2）      同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

② たな卸資産 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。 

ただし、当社の平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

並びに在外連結子会社の建物について

は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ７～31年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、当社は所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

③ リース資産 

同左 

  ④ 投資不動産 

定率法を採用しております。 

ただし、当社の平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ７～31年 

④ 投資不動産 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  (4）重要な外貨建の資産または負債の本邦

通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

なお、在外子会社の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

(4）重要な外貨建の資産または負債の本邦

通貨への換算基準 

同左 

  (5）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(5）消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ9,778千円

減少し、税金等調整前当期純損失は315,005千円増加して

おります。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

１．前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「売掛金」（前連結会計年度計上額

66,381千円）は、資産の合計額の100分の１を超えたた

め、区分掲記しております。 

────────── 

２．前連結会計年度まで有形固定資産の各科目に含めて表

示しておりました「投資不動産」（前連結会計年度計上

額391,711千円）は、重要性が増したため投資その他の

資産に振り替えて表示しております。 

  

──────────  （連結損益計算書関係） 

１．前連結会計年度までロイヤリティ収入及び自販機手数

料収入（当連結会計年度266,870千円）は、「営業収

入」として独立掲記しておりましたが、「セグメント情

報」を開示したことに伴い、当連結会計年度では、「売

上高」に含めて表示しております。 

２．前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に含めて表

示しておりました「賃貸費用」（前連結会計年度計上額

23,700千円）は重要性が増したため営業外費用に振り替

えて表示しております。  

３．当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純損失」の科目で表示しております。  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しておりました「売上債権

の増減額（△は増加）」（前連結会計年度計上額

△62,889千円）は重要性が増したため区分掲記しており

ます。  

────────── 
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追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

１ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座貸越契約を締結しております。 

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 千円2,000,000

借入実行残高  －

差引額  2,000,000

当座貸越極度額 千円2,100,000

借入実行残高  300,000

差引額  1,800,000
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

その他 4,500千円

計 4,500

その他 19,570千円

計 19,570

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 20,698千円

リース資産 47,714

その他 10,126  

計 78,539

建物及び構築物 10,434千円

リース資産 886

その他 231  

計 11,552

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

栃木県宇都
宮市他 

店舗 建物等  770,953

福島県郡山
市他 

遊休資産 土地等  62,823

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

栃木県宇都
宮市他 

店舗 建物等  329,816

栃木県鹿沼
市 

共用資産 建物等  65,398

福島県郡山
市他 

遊休資産 土地  3,905

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、店舗を基本単位としたグルーピングを

行っております。 

当連結会計年度において、店舗のうち収益性が低下

した資産及び遊休資産について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額833,776千円を減損損失

として計上しております。 

  

※減損損失の内訳 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、店舗を基本単位としたグルーピングを

行っております。 

当連結会計年度において、店舗のうち収益性が低下

した資産、遊休資産及び共用資産のうち閉鎖予定資産

について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額 千円を減損損失として計上しておりま

す。 

※減損損失の内訳 

399,120

建物及び構築物 287,352千円

リース資産 442,390  

投資不動産 62,823  

その他 41,211  

計 833,776

建物及び構築物 219,004千円

リース資産 152,680  

投資不動産 3,905  

その他 23,530  

計 399,120

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価

値により算定しております。使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割り引いて算定しておりま

す。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価

値により算定しております。使用価値は、将来キャッ

シュ・フローを5.0％で割り引いて算定しておりま

す。 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円△2,173,386

少数株主に係る包括利益   －

計  △2,173,386

その他有価証券評価差額金 千円88

為替換算調整勘定  △22,376

計  △22,288
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式       8,882  －  －  8,882

合計  8,882  －  －  8,882

自己株式         

普通株式     （注）  50  0  －  51

合計  50  0  －  51

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  52,991  6 平成21年３月31日 平成21年６月24日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  52,990  6 平成21年９月30日 平成21年12月１日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  52,987 利益剰余金  6 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式       8,882  －  －  8,882

合計  8,882  －  －  8,882

自己株式         

普通株式     （注）  51  0  －  52

合計  51  0  －  52

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  52,987  6 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式  52,985  6 平成22年９月30日 平成22年12月１日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 千円 2,183,615

現金及び現金同等物  2,183,615

現金及び預金勘定 千円 2,107,039

現金及び現金同等物  2,107,039

２．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ268,902千

円であります。 

２．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 千

円であります。 

544,350
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

当連結グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．その他の地域に属する国または地域は次のとおりであります。 

その他の地域・・・・米国、香港、台湾等 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、レストラン関連事業を行っており、直営、フランチャイズのサービス形態別に国内及び海外の包括的な

戦略を立案し、事業展開しております。 

したがって、当社は、サービス形態別のセグメントから構成されており、「レストラン事業」及び「フランチャ

イズ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「レストラン事業」は、国内及び海外において回転寿司を中心とした直営レストランの店舗展開を行っておりま

す。「フランチャイズ事業」は、海外においてフランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導等を行っており

ます。  

２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 

セグメント間の内部売上高または振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高・営業収入及び営業損益            

売上高・営業収入           

（１）外部顧客に対する売上高・営

業収入 
23,173,637 2,077,326 25,250,963  － 25,250,963

（２）セグメント間の内部売上高・

営業収入または振替高  
 97,354 － 97,354  △97,354 －

計  23,270,992   2,077,326   25,348,318   △97,354   25,250,963

営業費用   23,122,447   2,095,545   25,217,992   97,354   25,120,637

営業利益または営業損失（△）   148,545   △18,219   130,325   －   130,325

Ⅱ 資産   10,004,820   1,100,019   11,104,839   △844,063   10,260,776

ｃ．海外売上高

  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  （千円）  2,965,035  2,965,035

Ⅱ 連結売上高  （千円）  －  25,009,347

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
11.9  11.9  

ｄ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額69,896千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用、有形固定資産及び無形固定資産

の取得価額であります。 

２．セグメント利益または損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  24,162,690  1,088,273  25,250,963  －  25,250,963

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  97,354  97,354  △97,354  －

計  24,162,690  1,185,628  25,348,318  △97,354  25,250,963

セグメント利益または損失

（△） 
 △237,121  297,550  60,429  69,896  130,325

セグメント資産  7,410,991  319,191  7,730,183  2,530,593  10,260,776

その他の項目                              

減価償却費  494,215  －  494,215  76,529  570,744

特別損失                              

（減損損失）  622,535  －  622,535  211,241  833,776

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,012,568  －  1,012,568  32,038  1,044,606
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額111,638千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

その他の項目の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用、有形固定資産及び無形固定資産

の取得価額であります。 

２．セグメント利益または損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  21,457,732  1,072,416  22,530,148  －  22,530,148

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  78,953  78,953  △78,953  －

計  21,457,732  1,151,369  22,609,101  △78,953  22,530,148

セグメント利益または損失

（△） 
 △242,294  245,128  2,833  111,638  114,472

セグメント資産  7,329,233  340,297  7,669,531  2,381,099  10,050,630

その他の項目                              

減価償却費  483,309  －  483,309  72,484  555,793

特別損失                              

（減損損失）  329,816  －  329,816  69,304  399,120

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,096,540  －  1,096,540  28,175  1,124,716
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当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるもの

がないため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成

23年３月31日） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益高または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報に記載のとお

りであります。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

（追加情報）  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。  

ｅ．関連情報

（単位：千円）

  レストラン フランチャイズ 合計 

外部顧客への売上高  21,457,732  1,072,416  22,530,148

（単位：千円）

日本 米国 合計 

 2,538,245  664,103  3,202,349

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

店舗における建物、工具器具及び備品であります。

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

同左 

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

同左 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物  2,455,047  1,301,671  524,960  628,415

工具、器具 
及び備品 

 1,613,501  946,265  273,626  393,609

合計  4,068,548  2,247,936  798,586  1,022,025

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物  2,119,047  1,179,432  519,399  420,215

工具、器具
及び備品 

 959,883  649,745  105,680  204,456

合計  3,078,930  1,829,178  625,080  624,672

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 369,939千円

１年超 1,286,139

合計 1,656,078

１年内 257,979千円

１年超 907,706

合計 1,165,686

リース資産減損勘定の残高 749,649千円 リース資産減損勘定の残高 653,084千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 653,245千円

リース資産減損勘定の取崩額 594,752

減価償却費相当額 349,553

支払利息相当額 54,599

減損損失 314,665

支払リース料 435,160千円

リース資産減損勘定の取崩額 223,645

減価償却費相当額 261,311

支払利息相当額 38,613

減損損失 127,081

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年内 269,231千円

１年超 1,652,158

合計 1,921,390

１年内 241,338千円

１年超 1,385,639

合計 1,626,977

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産       

建物・構築物 618,679千円 

土地・借地権 412,494  

少額減価償却資産 10,301  

貸倒引当金 11,813  

未払事業税 7,272  

賞与引当金 67,872  

リース資産減損勘定 302,858  

繰越欠損金 501,645  

その他 279,996  

繰延税金資産小計 2,212,932  

評価性引当額 △1,807,803  

繰延税金資産合計 405,128  

繰延税金負債       

その他 △82  

繰延税金負債合計 △82  

繰延税金資産（負債）の純額 405,046  

繰延税金資産       

建物・構築物 595,904千円 

土地・借地権 417,571  

少額減価償却資産 15,856  

貸倒引当金 11,233  

未払事業税 7,272  

賞与引当金 28,280  

リース資産減損勘定 263,846  

繰越欠損金 740,117  

資産除去債務 140,488  

その他 277,182  

繰延税金資産小計 2,497,751  

評価性引当額 △2,125,556  

繰延税金資産合計 372,194  

繰延税金負債       

資産除去債務に対応する資産 △13,226  

その他 △53  

繰延税金負債合計 △13,279  

繰延税金資産（負債）の純額 358,914  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 302,572千円 

固定資産－繰延税金資産 102,502  

固定負債－繰延税金負債 △27  

流動資産－繰延税金資産 269,073千円 

固定資産－繰延税金資産 103,067  

固定負債－繰延税金負債 △13,226  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税金等調整前当期純損失を計

上したため、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

同左 
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

前連結会計年度（平成22年３月31日） 

その他有価証券  

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 30,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難とみとめられることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。 

当連結会計年度（平成23年３月31日） 

その他有価証券  

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 30,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難とみとめられることから、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

該当事項はありません。 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式  5,364  2,679  2,685

小計  5,364  2,679  2,685

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式  7,102  9,718  △2,616

小計  7,102  9,718  △2,616

合計  12,466  12,397  68

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式  7,500  5,739  1,760

小計  7,500  5,739  1,760

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式  3,680  6,658  △2,978

小計  3,680  6,658  △2,978

合計  11,180  12,397  △1,217

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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当連結会計年度末（平成23年３月31日）  

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 店舖用土地及び建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 
  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から７年と見積り、割引率は0.269％から1.128％を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。 
  

ハ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 

（注）当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用したことによる期首時点における残高であります。 
  

ニ 当連結会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額

と相違する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を変更前の資産除去債務残

高に6,993千円加算している。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成

23年３月31日） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（注）１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（資産除去債務関係）

期首残高（注）        335,250千円  

有形固定資産の取得に伴う増加額 13,102 

時の経過による調整額 541 

資産除去債務の履行による減少額 △8,144 

見積りの変更による増加額 6,993 

期末残高 347,744 

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭423 89

１株当たり当期純損失金額 円 銭243 57

１株当たり純資産額 円 銭314 82

１株当たり当期純損失金額 円 銭93 50

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額（△）            

当期純損失（△）（千円）  △2,151,097  △825,697

普通株主に帰属しない金額    （千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△） （千円）  △2,151,097  △825,697

期中平均株式数         （千株）  8,831  8,830

（重要な後発事象）
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（１）役員の異動 

役員の異動につきましては、本日公表の「執行役員制度の変更及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

５．その他
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