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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 5,957 5.8 73 ― 47 ― 22 ―
24年3月期第1四半期 5,629 △3.1 △62 ― △55 ― △15 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 12百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.54 ―
24年3月期第1四半期 △1.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 11,535 3,118 27.0
24年3月期 11,067 3,119 28.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,118百万円 24年3月期  3,119百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 1.50 1.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 12,030 3.0 160 36.2 140 7.7 90 △42.6 10.19
通期 23,760 2.3 370 △4.4 350 △19.6 170 △49.9 19.25



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページの「２．サマリー 
   情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異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２ページをご参照ください。 

※  注記事項

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   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 8,882,908 株 24年3月期 8,882,908 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 52,388 株 24年3月期 52,314 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,830,546 株 24年3月期1Q 8,830,729 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等に支えられ緩やかな回復過程を辿

りつつあるものの、欧州の財政不安や円高の長期化の影響等により、なお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、お客様の節約・低価格志向が依然強く、加えて業界内の競争・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といたしましては業界 先端企業を目指し、「鮮度と笑顔」をキーワード

に、他社との差異化を図り、より一層の接客サービスの向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高59億５千７百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益７

千３百万円（前年同期は営業損失６千２百万円）、経常利益４千７百万円（前年同期は経常損失５千５百万円）、

四半期純利益２千２百万円（前年同期は四半期純損失１千５百万円）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、既存店の来店客数増加を維持し、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、前連結会計年度と同様に「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１四半期連結累計期間におきましては、新設店１店舗を出店し、不採算店等４店舗を退店したことにより、

総店舗数は162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８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56億９千万円（前年同期比6.1％増）、セグメント利益７千４百万

円（前年同期はセグメント損失４千８百万円）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２店舗を出店し、また、香港で１店舗閉店したことにより、総店舗数は60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２億８千万円（前年同期比1.0％減）、セグメント利益７千７

百万円（前年同期比36.9％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１四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４億６千８百万円増加し、115億３千５百万

円となりました。負債合計は前連結会計年度末に比べ４億６千９百万円増加し、84億１千７百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、31億１千８百万円となりました。この結果、自己資本比

率は1.2ポイント下降し、27.0％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24年５月10日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

元気寿司㈱（9828）平成25年３月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



（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 

（減価償却方法の変更） 

当社及び在外連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産の減価償却方法は定率法

（ただし、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）を採用しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より定額法に変更しております。 

この変更は、直近３連結会計年度における多数の不採算店舗の退店、既存店の業態転換を含めた改装等の実

施及び新規出店を実施したことを機に、有形固定資産等の使用状況を検証した結果、店舗運営コストと売上の

対応の観点から、設備投資のコストを毎期平均的に負担させることが会社の経済的実態を合理的に反映させる

ことができると判断し、定額法に変更するものであります。 

この変更により、当第１四半期連結累計期間の営業利益が9,149千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ9,983千円減少しております。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,050,063 3,330,468

売掛金 142,589 141,755

商品及び製品 237,512 251,306

原材料及び貯蔵品 58,333 45,725

その他 531,280 554,017

貸倒引当金 △2,018 △2,054

流動資産合計 4,017,761 4,321,218

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,530,453 5,525,410

土地 761,962 761,962

リース資産 1,539,564 1,750,037

その他 1,004,780 997,522

減価償却累計額 △5,072,419 △5,106,092

有形固定資産合計 3,764,341 3,928,840

無形固定資産 171,667 171,814

投資その他の資産   

差入保証金 2,263,874 2,225,968

その他 853,995 891,770

貸倒引当金 △4,353 △4,286

投資その他の資産合計 3,113,517 3,113,452

固定資産合計 7,049,526 7,214,107

資産合計 11,067,288 11,535,325
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 922,434 872,187

短期借入金 1,251,910 1,345,600

未払法人税等 93,000 27,000

賞与引当金 175,000 70,000

資産除去債務 1,500 3,210

その他 1,388,177 1,478,410

流動負債合計 3,832,021 3,796,407

固定負債   

長期借入金 2,103,641 2,526,400

リース債務 1,141,389 1,269,340

資産除去債務 315,252 308,347

その他 555,559 516,507

固定負債合計 4,115,842 4,620,594

負債合計 7,947,863 8,417,002

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 857,556 866,718

自己株式 △70,332 △70,405

株主資本合計 3,283,424 3,292,513

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,178 589

為替換算調整勘定 △165,178 △174,778

その他の包括利益累計額合計 △163,999 △174,189

純資産合計 3,119,424 3,118,323

負債純資産合計 11,067,288 11,535,325
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,629,945 5,957,018

売上原価 2,284,586 2,471,278

売上総利益 3,345,359 3,485,740

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,609,007 1,666,245

賞与引当金繰入額 71,821 61,859

その他 1,726,749 1,684,570

販売費及び一般管理費合計 3,407,577 3,412,675

営業利益又は営業損失（△） △62,218 73,064

営業外収益   

受取利息及び配当金 133 139

仕入割引 25,196 －

受取賃貸料 14,423 13,817

その他 12,367 11,420

営業外収益合計 52,120 25,377

営業外費用   

支払利息 19,098 23,390

為替差損 14,984 18,293

賃貸費用 10,963 9,135

その他 230 121

営業外費用合計 45,277 50,941

経常利益又は経常損失（△） △55,375 47,501

特別利益   

賃貸借契約解約損戻入益 6,488 －

特別利益合計 6,488 －

特別損失   

固定資産除却損 1,178 442

投資有価証券評価損 3,588 －

賃貸借契約解約損 － 20,796

特別損失合計 4,767 21,239

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（△）

△53,654 26,261

法人税、住民税及び事業税 9,503 20,568

法人税等調整額 △48,038 △16,714

法人税等合計 △38,535 3,854

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（△）

△15,119 22,407

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,119 22,407
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30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（△）

△15,119 22,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,214 △589

為替換算調整勘定 △7,337 △9,600

その他の包括利益合計 △5,122 △10,190

四半期包括利益 △20,242 12,217

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,242 12,217

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。 

該当事項はありません。 

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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△70,211千円は、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損失（△）と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△78,582千円は、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。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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  5,361,620  268,325  5,629,945  －  5,629,945

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  14,849  14,849  △14,849  －

計  5,361,620  283,174  5,644,795  △14,849  5,629,945

セグメント利益または損失

（△） 
 △48,620  56,614  7,993  △70,211  △62,218

  （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  5,690,948  266,070  5,957,018  －  5,957,018

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  14,346  14,346  △14,346  －

計  5,690,948  280,417  5,971,365  △14,346  5,957,018

セグメント利益  74,163  77,484  151,647  △78,582  73,064
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