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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 17,359 △0.6 203 228.2 214 320.0 188 ―
23年3月期第3四半期 17,463 △8.9 62 △62.1 51 △78.2 △465 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 174百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △500百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 21.39 ―
23年3月期第3四半期 △52.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 11,477 2,954 25.7
23年3月期 10,050 2,780 27.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,954百万円 23年3月期  2,780百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 23,360 3.7 350 205.7 440 207.9 310 ― 35.10



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続きを実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 8,882,908 株 23年3月期 8,882,908 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 52,276 株 23年3月期 52,179 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,830,670 株 23年3月期3Q 8,831,042 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における日本経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響を受けた経済

活動の弱い動きから徐々に回復しつつありますが、海外経済の減速が懸念され、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、震災直後の自粛ムードは和らいだものの、お客様の節約・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、この震災後を「第二の創業」と位置づけ、『「女性とお子様」をキーワ

ードに、心地良くて、楽しくて、もう一度来たいと思われる店にする』『業界 先端企業として、新たな世界を切

り開く』を基本方針に店舗展開し、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、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高173億５千９百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益２

億３百万円（前年同期比228.2％増）、経常利益２億１千４百万円（前年同期比320.0％増）、四半期純利益１億８

千８百万円（前年同四半期は四半期純損失４億６千５百万円）となりました。 

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、来店客数の増加基調を維持し、客単価アップを図るとともに、店舗収益力を強

化するため、各種営業政策を実施してまいりました。 

店舗展開につきましては、前連結会計年度から引き続き「魚べい」に経営資源を集中し、「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。 

当第３四半期連結累計期間におきましては、新設店６店舗を出店し、不採算店９店舗を退店したことにより、総

店舗数は165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20店舗を実施いたしました。 

この結果、レストラン事業の業績は、売上高165億９百万円（前年同期比0.8％減）、セグメント利益４千９百万

円（前年同四半期はセグメント損失１億６千４百万円）となりました。 

（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７店舗、中国に３店舗を出店し、香港で１店舗退店したことにより、総店舗数

は61店舗となりました。 

この結果、フランチャイズ事業の業績は、売上高９億２百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益２億４

百万円（前年同期比9.7％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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前連結会計年度末に比べ14億２千７百万円増加し、114億７千７百万

円となりました。負債合計は前連結会計年度末に比べ12億５千２百万円増加し、85億２千３百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億７千４百万円増加し、29億５千４百万円となりました。この結果、自

己資本比率は2.0ポイント下降し、25.7％となりました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年５月12日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,107,039 3,065,305

売掛金 153,306 179,624

商品及び製品 223,494 417,920

原材料及び貯蔵品 55,850 63,577

その他 1,049,194 510,342

貸倒引当金 △2,786 △2,329

流動資産合計 3,586,098 4,234,441

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,208,949 5,478,608

土地 761,962 761,962

リース資産 881,782 1,567,218

その他 1,048,664 1,031,819

減価償却累計額 △4,699,009 △4,920,502

有形固定資産合計 3,202,349 3,919,106

無形固定資産 190,023 176,637

投資その他の資産   

差入保証金 2,205,453 2,331,426

その他 907,160 820,717

貸倒引当金 △40,454 △4,477

投資その他の資産合計 3,072,158 3,147,665

固定資産合計 6,464,532 7,243,408

資産合計 10,050,630 11,477,850
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 703,083 1,156,846

短期借入金 1,551,452 1,379,212

未払法人税等 51,000 64,000

賞与引当金 70,000 80,000

資産除去債務 31,150 －

その他 1,169,140 1,376,266

流動負債合計 3,575,825 4,056,325

固定負債   

長期借入金 2,029,041 2,368,142

リース債務 722,618 1,201,010

資産除去債務 316,594 316,593

その他 626,468 581,382

固定負債合計 3,694,722 4,467,128

負債合計 7,270,548 8,523,453

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 518,542 707,433

自己株式 △70,204 △70,295

株主資本合計 2,944,538 3,133,337

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,217 713

為替換算調整勘定 △163,238 △179,654

その他の包括利益累計額合計 △164,456 △178,940

純資産合計 2,780,082 2,954,396

負債純資産合計 10,050,630 11,477,850
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 17,463,893 17,359,008

売上原価 6,998,301 7,167,287

売上総利益 10,465,592 10,191,720

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 5,250,224 5,024,131

賞与引当金繰入額 85,223 78,428

その他 5,067,993 4,885,164

販売費及び一般管理費合計 10,403,441 9,987,724

営業利益 62,150 203,995

営業外収益   

受取利息及び配当金 742 517

仕入割引 84,462 53,719

受取賃貸料 37,048 39,866

その他 19,479 38,637

営業外収益合計 141,733 132,740

営業外費用   

支払利息 43,755 65,784

為替差損 88,145 34,970

その他 20,804 21,030

営業外費用合計 152,705 121,786

経常利益 51,178 214,950

特別利益   

固定資産売却益 2,771 －

貸倒引当金戻入額 797 －

賃貸借契約解約損戻入益 63,346 73,460

特別利益合計 66,915 73,460

特別損失   

固定資産除却損 9,569 1,869

投資有価証券評価損 － 3,898

減損損失 65,653 20,654

賃貸借契約解約損 25,025 4,636

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 394,593 31,059

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（△）

△276,500 257,351

法人税、住民税及び事業税 78,082 58,597

法人税等調整額 110,532 9,864

法人税等合計 188,615 68,461

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△465,115 188,890

四半期純利益又は四半期純損失（△） △465,115 188,890
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△465,115 188,890

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △424 1,931

為替換算調整勘定 △35,189 △16,416

その他の包括利益合計 △35,613 △14,484

四半期包括利益 △500,728 174,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △500,728 174,405

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（法人税率の変更等による影響） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度

から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び

繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度か

ら平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.7％に、平成27年４月

１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.3％となります。この税率変更に

より、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は14,103千円減少し、法人税等調整額は

14,072千円増加しております。 

また、欠損金の繰越控除制度が平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の

100分の80相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資産の金額は18,157千円減少し、法人税等調整額

は18,157千円増加しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

元気寿司㈱（9828）平成24年３月期　第３四半期決算短信

－7－



（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額40,249千円は、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。 

２．セグメント利益または損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△50,783千円は、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。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

該当事項はありません。 

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
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  16,644,463  819,429  17,463,893  －  17,463,893

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  54,400  54,400  △54,400  －

計  16,644,463  873,830  17,518,294  △54,400  17,463,893

セグメント利益または損失

（△） 
 △164,801  186,702  21,901  40,249  62,150

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
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  16,509,841  849,166  17,359,008  －  17,359,008

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  52,835  52,835  △52,835  －

計  16,509,841  902,001  17,411,843  △52,835  17,359,008

セグメント利益  49,990  204,788  254,779  △50,783  203,995

（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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