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（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 ％ 

24年12月期  20,235  △1.0  △644  －  △611  －  △878  －

23年12月期  20,447  △8.5  △140  －  △91  －  △907  －

（注）包括利益 24年12月期 △876百万円 （ ％） －   23年12月期 △920百万円 （ ％） －

  
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 ％ ％ ％ 

24年12月期  △65.73  －  △41.5  △8.8  △3.2

23年12月期  △70.07  －  △32.1  △1.3  △0.7

（参考）持分法投資損益 24年12月期 －百万円   23年12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 

24年12月期  7,416  1,864  25.0  131.60

23年12月期  6,416  2,379  37.0  183.24

（参考）自己資本 24年12月期 1,856百万円   23年12月期 2,373百万円

  
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 

24年12月期  △374  △1,009  1,105  2,034

23年12月期  △407  61  △145  2,312

  
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 ％ ％

23年12月期 －  0.00 － 0.00 0.00  －  － －

24年12月期 －  0.00 － 0.00 0.00  －  － －

25年12月期（予想） －  0.00 － 0.00 0.00    －  

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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）

  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）  8,527  △8.7  △19  －  △34  －  △171  －  △12.83

通期  17,038  △15.8  265  －  236  －  13  －  1.00
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※  注記事項 

新規   社  （社名）           、除外   社  （社名）   

  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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   

－ － － －

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12月期 14,109,939株 23年12月期 13,188,884株

②  期末自己株式数 24年12月期 5,602株 23年12月期 237,286株

③  期中平均株式数 24年12月期 13,359,046株 23年12月期 12,952,150株

この決算短信は、金融商品取引法に基づ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、連結財務諸

表に対する監査手続は終了しておりません。

上記の業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報により作成したものであり、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。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる場合があります。業績予想の

前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「1．経営成績・財政

状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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 （１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における我が国経済は、海外景気の減速、依然として厳しい雇用状況などが続いており、東日本大

震災からの復興需要、また期末には円高から円安基調への動きが見られたものの、未だ先行きの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、消費支出の緩やかな改善は見られるものの、販売価格及び値引きに対する顧客の反応は

より敏感になっており、企業間の競争は厳しい状況となっております。 

このような中で、当社グループは、新規出店計画を策定し、低価格で築地直送のネタを提供できる都心型イートイ

ンタイプの新業態である立喰寿し「鉢巻太助 築地本店」を築地場外市場に出店し、郊外型として「小僧寿し」の新

フォーマット店舗を３店舗出店しております。また「鮨のいつき」業態５店舗を新ブランド「鉢巻太助」に転換し、

駅前商店街立地での鮮度の良いリーズナブルな商品の提供を行いました。売上向上策としましては、８月にＴＶＣＭ

を再開し、新商品の発売により新規顧客の獲得と休眠客の掘り起こしを行ったほか、携帯メールによる情報配信やク

ーポンの配布による新規顧客と利用動機の拡大も行いました。 

また、株式会社春陽堂及びその子会社である株式会社茶月から、新設した当社子会社の株式会社茶月東日本へ持ち

帰り寿し「茶月」「神田一番寿司」「百花撰」の直営60店舗及びフランチャイズ27店舗の事業譲渡を行い、小僧寿し

の強みである郊外立地と茶月の強みである駅前立地の相互補完を行いつつ、お互いのノウハウの共有及び業務効率化

を図りました。 

この結果当連結会計年度の業績につきましては、既存店売上前年比は96.6％（茶月等譲渡業態を除く）となり、売

上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。営業利益及び経常利益につきましては、低価格商品の投

入及び米価の高騰等による売上総利益率の低下と販売促進費の増加が響き、営業損失は 百万円（前年同期は

百万円の営業損失）、経常損失は 百万円（前年同期は 百万円の経常損失）となりました。また、特別

損失として減損損失等 百万円の発生により当期純損失は 百万円（前年同期は 百万円の当期純損

失）となりました。 

なお平成24年８月に設立した子会社である株式会社茶月東日本に、平成24年10月１日付で、株式会社春陽堂及び株

式会社茶月から東日本の茶月事業を譲り受けております。 

店舗数につきましては、不採算店23店を閉鎖したこと等により、小僧寿し298店、回転寿し活鮮13店、鉢巻太助５

店、築地鉢巻太助１店、札幌海鮮丸71店、茶月61店となりました。 

各セグメントの業績は以下のとおりであります。 

① 持ち帰り寿し事業等 

持ち帰り寿し事業等におきましては、持ち帰り寿し業態として「小僧寿し」「鉢巻太助」「茶月」「神田一番寿

司」及び「百花撰」、回転寿し業態として「活鮮」「鉢巻太助」、立喰い寿し「築地鉢巻太助」を展開しておりま

す。 

小僧寿し業態では、10月には、旬のネタをふんだんに盛り込んだ「秋の味覚フェア」を開催、また、回転寿しとの

差別化商品として好評を得たまかない丼を「秋に食べるまかない丼」として再発売しご好評を得ました。11月は寿し

の日に合わせ、お得感のある商品を打ち出したイベント「小僧寿し祭り」を、12月は映画も公開された「かいけつゾ

ロリ」をイメージキャラクターに「クリスマスフェア」等を実施いたしました。また、例年「京風」「海鮮」の２種

類だったおせち商品を、「洋風」「北海道」を加えた４種類をご用意。お客様の嗜好やシーンに合わせ選択の幅を広

げました。人気商品「金の手巻、銀の手巻、赤の手巻」シリーズは、中トロ、本ズワイ、沖縄のラフティ等の高級ネ

タや創作ネタが登場し、手巻ファンの定着化につなげております。また、携帯サイト「小僧スシポン」による販売促

進活動は、顧客へのお得なクーポンメールやイベント商品情報等を発信し、従来のチラシによる販売促進に加え、新

規顧客の拡大に効果を見せ始めております。 

また10月より開始した茶月業態では、小僧寿し業態で好評だった企画のアレンジ商品やクリスマスフェアの協同開

催等、グループ化を生かした商品の導入を開始いたしました。また、茶月の京風おせちはお客様のご意見により改善

を進めた４種類を販売しております。販促活動といたしましては、休止していた折込チラシや宅配店舗の顧客へのＤ

Ｍの配布を再開し、新規顧客、既存顧客の集客に努めました。 

この結果、売上高は、事業譲渡により茶月売上高が加わり 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

② 寿し宅配事業 

「札幌海鮮丸」は、北海道、東北地方を中心に展開しており、職人のにぎったお寿しをご自宅で味わえる宅配寿し

業態です。９月からランチメニューを一新して、ランチ商品の内容の一新を図り、バラエティでリーズナブルな商品

提供を行いました。また、年配者向け会員制度（ほがらか会員）は、年輩層の宅配ニーズを捉えており、コミュニケ

ーションツール「ほがらか通信」を配信する等、顧客とのリレーションを深めております。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。  

③ 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

１．経営成績・財政状態に関する分析

202億35 1.0

６億44

１億40 ６億11 91

１億69 ８億78 ９億７

135億40 2.6

43億37 0.1
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しております。なお持ち帰り寿し事業等と同様に「茶月」業態を10月から開始しております。寿しＦＣ事業の売上

高は、「茶月」業態等への食材売上高が増加したこと等により、当連結会計年度の売上高は 百万円（前年同期

比 ％増）となっております。  

次期の見通しにつきましては、緩やかな回復基調にある設備投資や円高の是正といったプラス要因もあるものの海

外経済には未だ不安定要素が多く、また国内では雇用所得環境の改善が進まないことから消費マインドの低下は継続

しており、予断を許さない状況は継続するものと見られます。外食産業におきましても、デフレ化した価格帯での競

争は続いており、運営コストの削減による消耗戦を強いられる厳しい状況は続くと見られます。 

このような経営環境の中、当社グループは「商品政策」「販促強化」等の売上拡大や、「原価低減」「販売費及び

一般管理費の削減」等のコスト削減を進めつつ、直営店舗の転換を含めた新規加盟店の募集を推し進め収益構造の改

革に努めてまいります。また同時に社内独立制度を設け、優秀な人材を有効に生かすとともに店舗価値の高いフラン

チャイジーを育成してまいります。将来的には現状３割強の加盟店比率を７割にまで拡大し、安定したフランチャイ

ズチェーン体制を構築いたします。 

なお、平成25年２月14日の当社取締役会において、子会社である株式会社札幌海鮮丸の全株式を売却することを決

議いたしました。詳細につきましては、「４．連結財務諸表（9）連結財務諸表に関する注記事項 (重要な後発事

象)」をご覧下さい。 

以上のことから、平成25年12月期の業績予想は、売上高は170億38百万円、営業利益は２億65百万円、経常利益は２

億36百万円、当期純利益は13百万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 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より 円増加し、 百万円となりました。      

流動資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に関係会社預け金

が減少したことに起因しております。      

固定資産は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に敷金及び保

証金による増加及び有形固定資産による増加等に起因しております。      

流動負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に買掛金及び

未払金が増加したことに起因しております。      

固定負債は、前連結会計年度末より 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に長期借入金

が増加したことに起因しております。      

純資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に当期純損失

百万円に起因しております。      

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動及び財務活動による資金の減少が

あったことにより、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。      

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は 百万円（前期は 百万円の減少）となりまし

た。 

これは、税金等調整前当期純損失 百万円の減少要因が非資金取引である減価償却費 百万円及び仕入

債務の増減額 百万円等の増加要因を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） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は 百万円（前期は 百万円の増加）となりました。 

 これは、事業譲受による支出 円や有形固定資産の取得による支出 百万円等の減少要因によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は 百万円（前期は 百万円の減少）となりまし

た。 

これは、株式の発行による収入 百万円、短期借入金の増加 円及び長期借入れによる収入 円があ

ったことによるものです。     
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 キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

  

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表より計算しております。 

   ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

   ３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。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払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し

ております。 

   ４．平成20年12月期、平成22年12月期、平成23年12月期及び当連結会計年度末は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローがマイナスであったため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレ

ッジ・レシオは記載しておりません。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株式公開以来、株主様への安定した利益還元に重きを置き、連結の業績動向とファイナンスを考慮したうえ

で配当を行うことを基本方針としてまいりました。しかしながら、当社グループにおいては、この数年の業績低迷に

伴い、連結利益剰余金の減少が続いており、当期の業績を鑑み無配とさせていただく予定であります。株主の皆様に

はご迷惑をおかけすることになり心よりお詫び申し上げます。今後、早期に純利益を黒字化し復配を実現できるよ

う、業績の回復に努力する所存でございますので引き続きご支援賜りますようお願いいたします。 

  

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業、経営成績等において、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のよ

うなリスクがあります。なお、本項につきましては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信発

表日現在において判断したものであります。 

① 衛生管理 

当社グループが運営する各店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。 

「食品衛生法」は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律であります。 

飲食店を営業するにあたっては、食品衛生責任者を置き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許

可を受ける必要があります。 

食中毒等の事故を起こした場合は、この法的規制により食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁止、

一定期間の営業停止等を命じられるというリスクがあります。 

② 食材調達 

当社グループは外食企業として、食の安全を第一と考え、良質な食材の調達に努めております。 

しかし、食材調達にあたっては、次のようなリスクが発生する可能性があります。 

当社グループでは、在庫水準の見直しや、産地及び取引先の分散化を進める等、これらのリスクを出来る限り回避

するように取り組んでおります。 

イ）疫病の発生 

主に海外から輸入している食材については鳥インフルエンザやＢＳＥ（牛海綿状脳症）、口蹄疫等の疫病の発

生により、発生国からの輸入が停止となり、調達が困難になるリスクがあります。 

ロ）天候不順・異常気象について 

異常気象や冷夏等の天候不順の影響で米・野菜・穀物等が不作となり、需給バランスが崩れることによって、

価格の上昇及び調達自体の難航といったリスクが生じる可能性があります。 

ハ）資源環境の変化及び国際的な漁獲制限について 

  
平成20年 
12月期 

平成21年 
12月期 

平成22年 
12月期 

平成23年 
12月期 

平成24年 
12月期 

 自己資本比率（％）  41.3  45.1  44.1  37.0  25.0

 時価ベースの自己資本比率（％）  64.8  25.5  17.9  29.2  49.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  －    1.5  －  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  32.1  －  －  －

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 
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異常気象や冷夏等の天候不順、水産資源の枯渇化、漁獲状況等による影響の他、主に海外から輸入している水

産物食材については漁獲地での国策や国際的な漁獲制限で魚介類等が不足し、市場価格ならびに需給バランスが

崩れることによって、価格の上昇及び調達自体の難航といったリスクが生じる可能性があります。 

ニ）為替相場 

当社グループは、寿し商品の主力使用食材として、海外漁獲による水産原料及び生産加工商材の輸入品を多く

使用しているため、国際市場価格ならびに外国為替相場の動向により、食材価格を変動させ、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。 

特に米の不作、魚介類の輸入禁止措置などが食材価格を変動させ、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

③ 食品事故 

当社グループの店舗、フレッシュセンター（食材加工場）において食品事故が発生した場合、当社グループの社

会的イメージの失墜や損害賠償金支払い等によって、業績に影響を受ける可能性があります。 

④ 労務 

当社グループの店舗、フレッシュセンター（食材加工場）では主に準社員が主力となって運営しておりますが、

今後、短時間労働者に対する社会保険、労働条件などの諸制度に変更がある場合は、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

⑤ 減損会計 

当社グループは減損会計を適用しており、店舗、フレッシュセンター（食材加工場）、本部、事業所において土

地、設備等を保有しているため、減損が発生する可能性があります。  

⑥ 個人情報の漏洩 

当社グループは社員、準社員の個人情報及びデリバリー事業等においては顧客情報を保有しております。これら

の個人情報が漏洩した場合、当社グループの信用が失墜し、業績に影響を与える可能性があります。  

⑦ ＦＣ加盟者 

イ）加盟契約 

当社グループは小僧寿しチェーンのフランチャイザーとしての機能を有しており、ＦＣ加盟者に対し商品製

造、商品販売等に関する指導等を行いロイヤリティを得ております。フランチャイズ契約の継続が何らかの要因

により困難となった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

ロ）債権リスク 

「債権リスク」とは、ＦＣ加盟者の金銭上の債務不履行等により発生した債権が回収できなくなることにより

損失を被るリスクをいいます。このリスクは、ＦＣ本部の債権管理業務に内在するもので、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

ハ）訴訟リスク 

「訴訟リスク」とは、ＦＣ加盟者との加盟契約上の債務不履行等により訴訟が提起され、損失を被るリスクを

いいます。このリスクはＦＣ本部に内在するもので、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑧ 資金調達の財務制限条項等 

当社は、金融機関と一定の財務制限条項等が付されている金銭消費貸借契約を締結しております。この条件に抵

触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。財務制限条項等の内容については、「４．連結財務諸表（9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）6 財務制限条項」を参照してください。 

なお、当連結会計年度末現在において、当該財務制限条項等に抵触しておりません。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループでは、当連結会計年度（平成24年１月１日～平成24年12月31日）において、営業損失、経常損失、当

期純損失を計上しており、また、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。これにより、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。 

既存店舗の売上政策とコスト削減を従来以上のスピード感を持って進めていくとともに、直営店舗の転換を含めた

新規加盟店の募集を行い、当社グループの収益構造を抜本的に改革してまいります。 

① 売上政策 

店舗仕込のネタを使った高付加価値商品、人気キャラクターを使用したお子様ファミリー向けイベント商品、

人気が高くリーズナブルなランチ商品や手巻商品等、利用動機に合わせた商品を効果的、計画的に配して集客を

図ります。また携帯サイト「小僧スシポン」でのイベント告知や割引券の発行は反響が大きく、さらなる新規顧
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客の獲得を図ってまいります。 

また、業務提携やＭ＆Ａによる売上拡大を狙い、グループ全体でのシナジー効果を高めていくことを視野に入

れております。今期事業譲渡により取得した東日本での茶月店舗につきましては、当社とのシナジー効果によ

り、売上、物流、原価低減などによるメリットを高めて、収益力の拡大に努めてまいります。また海外での新規

フランチャイズ募集も開始しており、今後の店舗数の拡大を図ってまいります。 

② コスト削減 

原価低減としましては、食材の産地、仕入方法の見直しによる仕入価格の低減を図るとともに、全国物流網の

再編成をさらに推し進めてまいります。また食材の加工については海外プライベートブランド品、国内の食材集

中加工場、店舗での仕込みの使い分けをコストと品質の両面から再検討し原価低減と品質向上を図ってまいりま

す。 

また、後述の直営店舗転換による新規加盟店募集により、今後当社グループの加盟店比率が上昇することを踏

まえ、直営店舗運営主体の社内体制から加盟者のサポート主体の社内体制に切り替えるとともに「小さく」「効

率的な」本部を再構築してまいります。 

③ 収益構造改革 

平成25年１月18日付の「新規事業に関するお知らせ」で開示の通り、直営店舗として営業している優良店舗の

営業権の販売という方法で、新規加盟店の募集を開始いたします。また並行して社員独立制度も導入しており、

優秀な人材の有効活用と店舗価値の高いフランチャイジーの育成を両立してまいります。これらにより、フラン

チャイジーにとっては低リスクでの参入を可能とし、当社にとっては安定したロイヤリティー収入と店舗の管理

コスト削減が見込まれます。 

直営店舗の新規加盟店への転換で得た加盟金収入は平成24年９月、10月に出店した新規フォーマットの多店舗

展開に活用し、今後は直営店舗の加盟店への転換を継続し、加盟店比率を７割程度にまで拡大してまいります。 

資金面につきましては、当連結会計年度末以降に見込まれる運転資金の需要に対して、現在の現金及び現金同

等物残高での対応が十分に可能であり、運転資金については、新たな資金調達の必要性はありません。 

以上により、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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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社小僧寿し）、連結子会社２社及び非連結子会社１社

により構成されており、持ち帰り寿し、回転寿し、宅配寿し、立喰寿しの直営による店舗展開と、小僧寿しチェーン

のフランチャイザーとして加盟者に対する原材料の供給と経営指導を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

  （1）寿し直営事業 

    持ち帰り寿し…当社が「小僧寿し（sushi花館）」の商標で直営297店舗、また「鉢巻太助」の商標で直営5店舗を

有し、それぞれ持ち帰りによる寿しの販売を行っております。 

株式会社茶月東日本が「茶月」「神田一番寿司」「百花撰」の商標で直営61店舗を有し、それぞ

れ持ち帰りによる寿しの販売を行っております。 

    回転寿し………当社が「活鮮」の商標で、13店舗の回転寿し店を経営しております。 

    立喰寿し………当社が「築地鉢巻太助」の商標で、１店舗の立喰寿し店を経営しております。 

    宅配寿し………「札幌海鮮丸」の商標で子会社の株式会社札幌海鮮丸が、直営店71店舗で宅配による寿しの販売

を行っております。 

  （2）寿しＦＣ事業 

    小僧寿し………当社が「小僧寿しチェーン」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約を締結し、商標の

使用による知名度、信用力の供与及び店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行い、ロ

イヤリティ収入を得ており、その店舗数は243店舗であります。 

    茶月……………株式会社茶月東日本が「茶月」のフランチャイズシステムに基づき加盟者と契約を締結し、商標

の使用による知名度、信用力の供与及び店舗造作、商品製造、商品販売等に関する指導を行い、

ロイヤリティ収入を得ており、その店舗数は25店舗であります。 

    宅配寿し………子会社の株式会社札幌海鮮丸が加盟者とフランチャイズ契約を締結し、商標使用許諾と独自の顧

客管理システム等の店舗運営ノウハウを提供し、ロイヤリティ収入を得ております。ＦＣ店舗数

は３店舗であります。  

〔事業系統図〕 

以上に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。 

 

 （平成24年12月31日現在）

（注）＊印は連結子会社であります。  

なお、平成25年２月14日の当社取締役会において、子会社である株式会社札幌海鮮丸の全株式を売却するこ

とを決議いたしました。詳細につきましては、「４．連結財務諸表（9）連結財務諸表に関する注記事項（重

要な後発事象）」をご覧下さい。 

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標につきましては、平成22年12月期決算短信（平成23年２月10

日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.kozosushi.co.jp/ 

（大阪証券取引所ホームページ（銘柄検索ページ）） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

経営戦略といたしましては、「小僧寿しブランドの進化と創造」を中長期的な大目標として掲げております。 

「小僧寿し」、「活鮮」、「鉢巻太助」、平成24年10月に事業譲渡で取得した東日本の「茶月」、「神田一番寿司」、

「百花撰」での総合持ち帰り寿しビジネスを、住宅地、商店街、駅前等の立地別のマーケットに合わせた業態で開発

し、価値ある商品、サービスの提供を行うとともに、茶月事業とのシナジー効果を高めてまいります。 

また、小僧寿しの新規アッパーブランドである「鉢巻太助」での出店を進めることにより、旬の生鮮ネタ、創作ネタ

等を使用した進化した持ち帰り寿しの提供を開始してまいります。 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、既存店舗の店舗価値向上を図りつつ、収益構造の改革やＭ＆Ａ等での売上拡大により収益向上を図

るため下記の政策に取り組んでまいります。 

①販売力向上 

「旬」「催事」や「ボリューム」「価格帯」「付加価値」等の利用動機に合わせた商品ラインナップを強化するた

め、グランドメニューの定期的な見直しのほか、イベント商品の強化に努め、合わせてその利用動機につながる「新

商品」「イベント」等の告知を、チラシ、ＴＶＣＭ、携帯電話、インターネット等の複数メディアを使い展開してま

いります。 

また、品質向上のために店舗仕込商品の実験も開始しており、コストを勘案しつつ海外プライベートブランド品、

国内の食材集中加工場等を使い分け、リーズナブルで高品質な商品の提供に努めるとともに、粗利益率の向上に努め

てまいります。 

②収益構造改革 

現在の直営主体のチェーン体制から加盟店主体のチェーンへとシフトするため、直営店舗の営業権販売と社員独立

制度を導入いたしました。同時に本部は加盟者サポートを主とした組織へ合理化を進めてまいります。店舗品質はそ

のままに本部コスト削減と安定運営できる体制作りを目指します。 

直営店舗の出退店も合わせて行い、好調店は加盟店として転換を不採算店舗は閉鎖することで加盟店比率を拡大し

てまいります。なお今期は13店舗の出店と50店舗の閉鎖を予定しております。 

③業容拡大 

物流コスト減、購買一元化、店舗網の補完等による収益増を目指し、同業種を中心とした業務提携やＭ＆Ａの実現

に向け、積極的な働きかけを行ってまいります。 

事業譲渡により取得した、株式会社茶月東日本の売上が、今期はフルに寄与するため、小僧寿しの物流等のインフ

ラ及び仕入れの融合を行い、コストの削減と売上政策の統一化を図ってまいります。 

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23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,612,944 2,034,830

受取手形及び売掛金 423,882 466,593

有価証券 － 100,000

商品 578,380 637,719

貯蔵品 13,099 16,634

繰延税金資産 32,400 27,532

関係会社預け金 ※4  700,000 －

その他 201,001 220,032

貸倒引当金 △35,341 △36,247

流動資産合計 3,526,367 3,467,096

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,948,521 3,982,524

減価償却累計額 △3,261,873 △3,269,709

建物及び構築物（純額） 686,647 ※2  712,814

機械装置及び運搬具 307,432 288,280

減価償却累計額 △287,544 △274,541

機械装置及び運搬具（純額） 19,887 13,739

工具、器具及び備品 1,270,885 1,256,650

減価償却累計額 △1,170,789 △1,164,611

工具、器具及び備品（純額） 100,096 92,038

土地 ※2  869,033 ※2  869,033

リース資産 322,331 461,045

減価償却累計額 △165,973 △252,291

リース資産（純額） 156,357 208,753

建設仮勘定 － 26,552

有形固定資産合計 1,832,023 1,922,933

無形固定資産   

のれん － 456,869

その他 49,811 48,344

無形固定資産合計 49,811 505,214

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  7,322 ※1  7,322

敷金及び保証金 961,958 1,303,690

長期前払費用 11,930 19,701

破産債権等に準ずる債権 184,260 355,645

その他 32,207 27,059

貸倒引当金 △189,140 △191,874

投資その他の資産合計 1,008,538 1,521,545

固定資産合計 2,890,373 3,949,692

資産合計 6,416,740 7,416,788
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,521,891 1,785,674

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  47,608 ※2  178,008

リース債務 98,942 107,195

未払金 1,055,124 1,204,068

未払法人税等 132,339 115,282

賞与引当金 19,900 19,311

ポイント引当金 90,000 88,000

資産除去債務 19,140 61,618

その他 191,876 252,141

流動負債合計 3,176,822 4,011,301

固定負債   

長期借入金 23,132 ※2  636,924

リース債務 118,663 161,941

資産除去債務 523,449 524,700

長期未払金 135,344 35,637

その他 60,017 181,930

固定負債合計 860,606 1,541,134

負債合計 4,037,428 5,552,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,458,500 1,598,501

資本剰余金 2,854,906 1,213,548

利益剰余金 △1,630,072 △948,670

自己株式 △310,048 △7,255

株主資本合計 2,373,285 1,856,123

新株予約権 － 8,229

少数株主持分 6,026 －

純資産合計 2,379,311 1,864,353

負債純資産合計 6,416,740 7,416,788
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 20,447,319 20,235,554

売上原価 8,782,000 9,111,015

売上総利益 11,665,318 11,124,538

販売費及び一般管理費 ※1  11,805,422 ※1  11,769,256

営業損失（△） △140,104 △644,718

営業外収益   

受取利息 22,594 4,374

受取配当金 1,193 753

受取賃貸料 84,416 97,078

その他 35,675 52,076

営業外収益合計 143,879 154,284

営業外費用   

支払利息 1,700 5,098

賃貸資産関連費用 79,026 92,447

その他 14,258 23,787

営業外費用合計 94,985 121,333

経常損失（△） △91,210 △611,767

特別利益   

固定資産売却益 ※2  21,220 －

受取補償金 － 8,875

賃貸借契約解約補償金 3,150 8,802

その他 4,797 －

特別利益合計 29,168 17,678

特別損失   

投資有価証券売却損 2,059 －

投資有価証券評価損 41,000 －

固定資産売却損 ※3  4,914 ※3  1,478

固定資産除却損 ※4  35,654 ※4  25,481

減損損失 ※5  190,205 ※5  109,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 395,817 －

災害による損失 20,360 －

店舗等閉鎖損失引当金繰入額 8,323 20,800

その他 36,953 12,000

特別損失合計 735,288 169,531

税金等調整前当期純損失（△） △797,331 △763,620

法人税、住民税及び事業税 120,188 108,108

法人税等調整額 2,685 4,867

法人税等合計 122,874 112,976

少数株主損益調整前当期純損失（△） △920,205 △876,597

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,601 1,515

当期純損失（△） △907,603 △878,113
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △920,205 △876,597

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 △920,205 △876,597

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △907,603 △878,113

少数株主に係る包括利益 △12,601 1,515
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,458,500 1,458,500

当期変動額   

新株の発行 － 140,000

当期変動額合計 － 140,000

当期末残高 1,458,500 1,598,501

資本剰余金   

当期首残高 2,854,906 2,854,906

当期変動額   

資本剰余金の取崩額 － △1,559,515

新株の発行 － 140,000

株式交換による増加 － △221,842

当期変動額合計 － △1,641,357

当期末残高 2,854,906 1,213,548

利益剰余金   

当期首残高 △722,469 △1,630,072

当期変動額   

資本剰余金の取崩額 － 1,559,515

当期純損失（△） △907,603 △878,113

当期変動額合計 △907,603 681,402

当期末残高 △1,630,072 △948,670

自己株式   

当期首残高 △309,878 △310,048

当期変動額   

自己株式の取得 △170 △157

株式交換による増加 － 302,950

当期変動額合計 △170 302,793

当期末残高 △310,048 △7,255

株主資本合計   

当期首残高 3,281,059 2,373,285

当期変動額   

新株の発行 － 280,000

当期純損失（△） △907,603 △878,113

自己株式の取得 △170 △157

株式交換による増加 － 81,107

当期変動額合計 △907,773 △517,161

当期末残高 2,373,285 1,856,123

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8,229

当期変動額合計 － 8,229

当期末残高 － 8,229

少数株主持分   

当期首残高 18,627 6,026

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,601 △6,026

当期変動額合計 △12,601 △6,026

当期末残高 6,026 －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

純資産合計   

当期首残高 3,299,687 2,379,311

当期変動額   

新株の発行 － 280,000

当期純損失（△） △907,603 △878,113

自己株式の取得 △170 △157

株式交換による増加 － 81,107

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,601 2,203

当期変動額合計 △920,375 △514,958

当期末残高 2,379,311 1,864,353
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12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（△） △797,331 △763,620

減価償却費 282,488 256,751

減損損失 190,205 109,771

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 395,817 －

賃貸資産減価償却費 5,241 7,470

敷金償却 8,569 7,131

のれん償却額 － 14,879

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,364 3,639

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 43,059 －

固定資産売却損益（△は益） △16,305 1,478

固定資産除却損 35,654 25,481

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,700 △589

受取利息及び受取配当金 △23,787 △5,128

支払利息 1,700 5,098

売上債権の増減額（△は増加） 19,705 △42,711

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,440 △62,874

仕入債務の増減額（△は減少） △251,584 263,783

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,051 △53,022

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,634 △23,454

その他の流動負債の増減額（△は減少） △100,455 252,898

その他の固定負債の増減額（△は減少） △24,223 90,121

その他 △17,506 △204,938

小計 △139,690 △117,833

利息の支払額 △1,708 △5,131

利息及び配当金の受取額 25,093 6,633

法人税等の支払額 △128,402 △113,048

確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 △163,063 △145,382

営業活動によるキャッシュ・フロー △407,771 △374,762

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △59,206 △114,353

無形固定資産の取得による支出 △4,530 △6,840

有形固定資産の売却による収入 31,939 －

資産除去債務の履行による支出 △19,279 △14,683

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

敷金の差入による支出 △10,052 △37,923

敷金の回収による収入 109,455 58,144

事業譲受による支出 － ※2  △800,037

その他 9,907 6,563

投資活動によるキャッシュ・フロー 61,235 △1,009,131
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △170 △157

短期借入金の純増減額（△は減少） － 200,000

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △47,608 △55,808

株式の発行による収入 － 280,000

新株予約権の発行による収入 － 8,229

リース債務の返済による支出 △98,045 △126,485

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,823 1,105,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △492,359 △278,114

現金及び現金同等物の期首残高 2,805,304 2,312,944

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,312,944 ※1  2,034,830
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該当事項はありません。  

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

㈱札幌海鮮丸 

㈱茶月東日本 

 上記のうち、㈱茶月東日本については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。  

(2) 非連結子会社の数 １社 

非連結子会社名 

KOZO SUSHI AMERICA, INC. 

(非連結子会社について、連結の範囲から除いた理由) 

同社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数  

  該当ありません。 

（持分法を適用しない会社について適用から除いた理由） 

非連結子会社であるKOZO SUSHI AMERICA, INC. は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等から見て持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、持分法を適

用しておりません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

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  

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価を切下げる方法）  

貯蔵品 

終仕入原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    ３～50年 

機械装置及び運搬具  ３～12年 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

 ソフトウェア ５年 

ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

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、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

ニ 長期前払費用 

定額法 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(3) 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しておりま

す。 

ハ ポイント引当金 

連結子会社である㈱札幌海鮮丸は、販売促進を目的とするポイント制度（「マイポイント」）に基づき顧

客に付与したポイントの将来の行使に備えるため、当連結会計年度末のポイント残高のうち将来行使される

と見込まれるポイントに対応する金額を計上しております。 

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末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。 

(5) のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で定額法によ

り償却することとしております。  

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する定期預金及び満期日又は、償還日等の定めのない容易に換金可能であり、かつ価値変

動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。  

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「店舗等閉鎖損失引当金繰入額」は、「特別損

失」の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた45,276千円

は、「店舗等閉鎖損失引当金繰入額」8,323千円、「その他」36,953千円として組替えております。 

   

（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） 

 当連結会計年度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。 

  

（７）表示方法の変更

（８）追加情報
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※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

 担保付債務は、次のとおりであります。 

  

 ３ 偶発債務 

子会社である株式会社札幌海鮮丸は、下記加盟者のリース債務に対して債務保証を行っております。 

  

※４ 関係会社預け金 

㈱すかいらーくとの金銭寄託契約に基づく寄託運用預け金であります。 

  

５ 当座貸越契約（借手側）  

当社においては、運転資金の効率的な運用を行うため、取引金融機関２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。 

  

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 6,072 千円 6,072

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

現金及び預金 千円 － 千円 200,000

建物及び構築物  －  60,470

土地   372,310  841,306

計  372,310  1,101,776

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

短期借入金 千円 － 千円 200,000

１年内返済予定の長期借入金  45,800  178,008

長期借入金  －  636,924

 計  45,800 1,014,932 

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

谷江 吉之 千円 429 千円 －

加藤 照幸  1,979  642

計  2,408  642

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

関係会社預け金  千円 700,000 千円 －

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

当座貸越極度額の総額 千円 － 千円 200,000

借入実行残高  －  200,000

差引額  －  －

㈱小僧寿し（9973）　平成24年12月期　決算短信

-19-



 ６ 財務制限条項等 

当社が、取引金融機関である株式会社りそな銀行と締結している、財務制限条項等が付されている金銭

消費貸借契約は１契約であり、これらの条件に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求め

られる可能性があります。当該契約の主な財務制限条項等は以下のとおりであります。  

１．各事業年度の決算期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年12月期第２四

半期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。 

 ２．各事業年度の決算期末日における連結損益計算書における経常損益が、２期連続して損失とならない

ようにすること。 

３．株式会社茶月東日本の単体の各事業年度の決算期末日におけるＥＢＩＴＤＡをプラスに維持するこ

と。  

  
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 

借入実行残高 千円 － 千円 800,000
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※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

 業務委託費 千円 390,523 千円 423,930

 広告宣伝費  596,725  725,509

 貸倒引当金繰入額  11,057  3,639

 賃金・手当  4,199,966  4,032,058

 給与手当  1,527,194  1,482,506

 地代家賃  1,099,699  1,071,226

 水道光熱費  614,362  610,916

 賞与引当金繰入額  19,900  19,100

 退職給付費用  117,149  98,399

 ポイント引当金繰入額  90,000  88,000

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

 建物及び構築物等 千円 21,220   千円 －

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

 建物及び土地 千円 287   千円 1,478

 売却費用他  4,626    －

計  4,914    1,478

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

 建物及び構築物 千円 10,716   千円 9,080

 機械装置及び運搬具  1,429    391

 工具、器具及び備品  721    918

 敷金及び保証金  6,033    －

 撤去費用他  16,753    15,091

計  35,654    25,481
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※５ 減損損失 

（1）減損損失を認識した資産グループの概要  

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ました。 

  

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）  

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）  

  

（2）減損損失の認識に至った経緯 

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

長期的な消費の落ち込みに加え、店舗を取り巻く環境の急激な変化などに対応しきれない資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失190,205千円を特別損失に計上しました。 

その内訳は、店舗等については、建物及び構築物86,917千円、機械装置及び運搬具899千円、工

具、器具及び備品30,233千円、無形固定資産1,264千円、リース資産26,562千円及び投資その他の資

産5,691千円、その他4,567千円であります。保養所等については、建物及び構築物33,341千円、土

地728千円であります。 

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

長期的な消費の落ち込みに加え、店舗を取り巻く環境の急激な変化などに対応しきれない資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失 千円を特別損失に計上しました。 

その内訳は、店舗等については、建物及び構築物 千円、機械装置及び運搬具695千円、工

具、器具及び備品 千円、無形固定資産 千円、リース資産 千円及び投資その他の資産

千円であります。  

  

（3）資産のグルーピングの方法 

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てグルーピン

グをしております。また、一定のエリアごとに複数店舗を管理する「エリア」（エリアが管理する各

店舗に食材を供給するフレッシュセンターを含む）及び複数エリアに対して食材を供給する「フレッ

シュセンター」については共有資産としております。 

  

（4）回収可能価額の算定方法 

当社グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値にて測定しております。正味売却価額に

ついては主として不動産鑑定評価基準を踏まえた簡易鑑定評価額を、使用価値については主として将

来キャッシュ・フローが見込まれない店舗に関しては、帳簿価額全額を減損損失としております。 

   

該当事項はありません。 

場所 用途 種類 

 東京都、埼玉県、千葉県他  店舗等  建物、リース資産等  

 北海道、千葉県  保養所等  建物、土地等 

場所 用途 種類 

東京都、埼玉県、千葉県他 店舗等 建物、リース資産等 

109,771

69,935

12,243 791 24,459

1,645

（連結包括利益計算書関係）
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前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12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増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12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）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当増資により新株式を発行したことによるものであります。 

 ２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

３．普通株式の自己株式の減少は、株式会社札幌海鮮丸との株式交換によるものであります。 

   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度 
末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  13,188,884  －  －  13,188,884

合計  13,188,884  －  －  13,188,884

自己株式         

普通株式 （注）  235,937  1,349  －  237,286

合計  235,937  1,349  －  237,286

  
当連結会計年度期首
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  13,188,884  921,055  －  14,109,939

合計  13,188,884  921,055  －  14,109,939

自己株式         

普通株式（注）２、３  237,286  716  232,400  5,602

合計  237,286  716  232,400  5,602

区分  内訳  
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円） 
当連結会計

年度期首 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権（注） 
普通株式  －  －  －  － 8,229

合計   －   －  －  －  － 8,229
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※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 

  

※２ 事業の譲受けにより増加した資産の主な内訳 

 連結子会社である株式会社茶月東日本が譲り受けた資産の主な内訳は以下のとおりであります。 

    

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

現金及び預金勘定 千円 1,612,944 千円 2,034,830

関係会社預け金  700,000  －

現金及び現金同等物  2,312,944  2,034,830

固定資産 千円 493,386

のれん  398,183

資産合計  891,569
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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。 

 当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「持ち帰り寿し事業等」、「寿し宅配事

業」、「寿しＦＣ事業」の３つを報告セグメントとしております。 
  
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。  
  
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門の配賦不能営業費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とは

なっていないため記載しておりません。 
  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門の配賦不能営業費用であ

ります。 

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とは

なっていないため記載しておりません。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （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 
持ち帰り寿し

事業等 
寿し宅配事業 寿しＦＣ事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  13,897,926  4,334,281  2,215,111  20,447,319    －  20,447,319

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
   －    －  19,345  19,345  △19,345  －

計  13,897,926  4,334,281  2,234,457  20,466,665  △19,345  20,447,319

セグメント利益又は損失（△）  230,813  36,481  224,626  491,921  △632,025    △140,104

その他の項目             

減価償却費  162,231  105,256  2,021  269,509  12,979  282,488

632,025

  （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 
持ち帰り寿し

事業等 
寿し宅配事業 寿しＦＣ事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  13,540,350  4,337,371  2,357,832  20,235,554    －  20,235,554

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
   －    －  42,156  42,156  △42,156  －

計  13,540,350  4,337,371  2,399,988  20,277,710  △42,156  20,235,554

セグメント利益又は損失（△）  △41,624  54,460  90,966  103,802  △748,520    △644,718

その他の項目             

減価償却費  127,544  112,718  90,966  241,841  29,789  271,631

748,520
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前連結会計年度（自 平成23年１月１日  至 平成23年12月31日） 
１．製品及びサービスごとの情報 
 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  
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 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略
しております。 

  
３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して
おります。 

  
当連結会計年度（自 平成24年１月１日  至 平成24年12月31日） 
１．製品及びサービスごとの情報 
 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  
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 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を省略
しております。 

  
３．主要な顧客ごとの情報 
 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して
おります。 

   

 前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

  

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

   

該当事項はありません。  

【関連情報】

【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】

  （単位：千円） 

  
持ち帰り寿し 

事業等 
寿し宅配事業 寿しＦＣ事業 計 全社・消去 合計 

減損損失  151,929  38,275  －  190,205  －  190,205

  （単位：千円） 

  
持ち帰り寿し 

事業等 
寿し宅配事業 寿しＦＣ事業 計 全社・消去 合計 

減損損失  76,498  33,272  －  109,771  －  109,771

【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】

  （単位：千円） 

  
持ち帰り寿し 

事業等 
寿し宅配事業 寿しＦＣ事業 計 全社・消去 合計 

当期償却額  12,427  2,452  －  14,879  －  14,879

当期末残高  385,755  71,113  －  456,869  －  456,869

【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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（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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

 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。 

１株当たり純資産額 円 銭183 24

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭△70 7

 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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 円 銭131 60

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭△65 73

  
前連結会計年度 

（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日） 

１株当たり当期純損失金額      

当期純損失金額（△）（千円）  △907,603  △878,113

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金額（△）（千円）  △907,603  △878,113

期中平均株式数（株）  12,952,150  13,359,046

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 －

新株予約権（新株予約権の数 

10,660個 普通株式1,066千

株） 
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１．新規加盟店の募集について  

 当社は、平成25年１月18日開催の取締役会において、新規事業として直営店舗の転換による新規加盟店の募集

を開始することを決議いたしました。 

  

(1)新規事業開始の理由 

 当社ではこれまでも小僧寿しフランチャイズチェーンのフランチャイザーとして加盟店を募ってまいりま

したが、このたび、直営店舗として営業している優良店舗の営業権の販売という方法で、新規加盟店の募集

を開始する事を決定いたしました。 

 将来的には現状３割強の加盟店比率を７割まで拡大し、安定したフランチャイズチェーン体制を構築する

ことを目標としております。 

  

(2)新規事業の概要 

 １店舗を 小単位に、同一エリアの複数店舗の販売も対象といたします。 

 当該営業権の販売価格については、直近償却前利益をもとに店舗個別に算定いたします。 

 加盟金・保証金・ロイヤリティ等の加盟条件については、従来のフランチャイズ契約に準拠いたします。 

  

(3)新規事業開始の時期 

平成25年４月頃を予定しております。 

  

（4)今後の見通し 

本件に伴う、対象店舗数ならびに、当社の業績への貢献につきましては、現時点では未定であります。 

  

２．希望退職者の募集について  

当社は、平成25年１月18日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

  

(1)希望退職者募集の理由 

 当社では新生小僧寿しとして「売上拡大」「原価低減」「販売費及び一般管理費の圧縮」を３本柱として

構造改革を推し進めてまいりました。新業態「鉢巻太助」を含め４店舗の出店、ＴＶＣＭの再開、新商品の

発売等により売上高の減少は歯止めがかかりましたが、「販売費及び一般管理費の圧縮」については進捗が

遅れているのが現状であります。そのため、抜本的な構造改革による財務体質強化が必要と判断し、社員独

立支援制度により社員の選択肢を増やしたうえで、希望退職者を募ることを決定いたしました。 

 今後加盟店比率を７割まで拡大し、小僧寿しフランチャイズチェーンのフランチャイザーとして「小さ

く」「効率的な」本部を再構築してまいります。 

  

(2)希望退職者募集の概要 

①募集対象者 

 平成24年12月31日現在当社に在籍する社員のうち、平成24年12月１日現在で、満45歳以上の当社が認め

た社員。ただし、嘱託社員等一部社員は適用除外とする。 

②募集人数 

60名程度（社員独立支援制度適用者を含む）（平成24年12月31日現在の正社員数169名） 

③募集期間 

平成25年２月１日～平成25年２月15日 

④退職日 

平成25年２月28日 

⑤その他 

 退職者に対しては、社内実施要領による割増加算金を支給するとともに、希望者には再就職支援会社を

通じて再就職支援を行う。なお社員独立制度利用の社員については一時金の支給とする。 

  

（3）今後の見通し 

今回の希望退職者募集に伴う割増加算金等の支給に伴う特別損失が見込まれますが、応募者数ならびに業

績に与える影響につきましては、現時点では未定であります。 

   

（重要な後発事象）
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３．重要な子会社の株式の売却 

当社は、平成25年２月14日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社札幌海鮮丸（以下「札幌海鮮

丸という」）の当社保有の株式全てを売却することを決議いたしました。 

  

（1）譲渡の理由 

札幌海鮮丸は北海道、東北地方を中心に展開しており、職人の握る作りたてのお寿しをお客様にご自宅でお

召し上がりいただける宅配寿し業態を営業しております。 

これまで当社は、グループ業態で持ち帰り寿し業態の「小僧寿し」「鉢巻太助」「茶月」「神田一番寿司」

及び「百花撰」、回転寿し業態の「活鮮」「鉢巻太助」、立ち喰い寿し「築地鉢巻太助」等グループ各社のノ

ウハウを結集しシナジー効果を 大化することが、顧客から求められるニーズに対応し株主の利益に結びつく

善策であるという考えのもと、グループ間の連携を強化してまいりました。 

しかしながら、札幌海鮮丸の地域性や業態の特殊性により十分なシナジー効果を得ることができていないの

が現状であり、また当社は今後持ち帰り寿し業態の出店および加盟店への転換に注力し、持ち帰り寿しのフラ

ンチャイズ事業を当社の主たる業務とする方針を打ち出しており、以降もグループとしてのメリットを双方享

受しにくい状態が予想されておりました。 

そこでこのたび当社の方針に縛られることなく、独立した企業としてタイムリーな判断ができる体制を構築

することが、札幌海鮮丸にとり 善の方策であると判断し、今回の株式譲渡にいたりました。 

  

（2）売却時期及び売却の相手先 

売却時期    平成25年３月15日（予定） 

売 却 先    松原 淳二 氏（札幌海鮮丸代表取締役社長） 

  

 （3）子会社の名称等  

  

   （4）売却株式数、売却価額および売却前後の所有株式の状況 

（注）売却価額は予定金額のため、売却損益についてもまだ確定しておりません。  

名称 株式会社札幌海鮮丸 

事業内容 
寿司の製造、販売 

出前専門店「札幌海鮮丸」のチェーン店経営 

取引内容 ロイヤリティ受取、商材販売の取引があります。 

売却前の所有株式数 

株 

（議決権の数：2,400個） 

（所有割合：100.00%） 

2,400

売却株式数 

株 

（議決権の数：2,400個） 

（所有割合：100.00％） 

2,400

売却後の所有株式数 

株 

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0.00％） 

0

売却価額 450,000,000円（予定） 

売却損益 260,000,000円（予定） 
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