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平成26年12月期～平成28年12月期 中期経営計画 

 

 
当社は、平成26年12月期～平成28年12月期の中期経営計画を策定いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 
 

 

記 

  
 
 １．中期経営計画策定の背景 
 

当社グループが属する外食産業を取り巻く環境は、マーケットが縮小する中での価格競争、

運営コスト削減による消耗戦が続いてまいりました。このような環境のもと、当社グループ

は昨年度（平成25年12月期）の施策の柱として、収益基盤を持ち帰り寿し事業に特化した上

での直営店舗主体の体制からフランチャイズ主体の収益構造への転換を掲げ、各種取り組み

を実施いたしました。具体的には、平成25年３月に連結子会社であった株式会社札幌海鮮丸

の当社保有株式の全てを売却し、平成25年４月から順次、小僧寿し業態の社員独立及び営業

権売却を行い、さらに、平成25年９月に回転寿し業態（「活鮮」及び「鉢巻太助」）の事業譲

渡を行いました。また、平成25年５月に実施した第三者割当増資や事業譲渡等で得た資金で

新規出店及び既存店舗の改装を実施し、新たな優良店舗開発のサイクルの構築に努めてまい

りました。 

また、当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、持ち帰り寿し事業のうち店舗運営業

務に係る事業について会社分割を実施し、承継会社として「株式会社東京小僧寿し」を設立

いたしました。かかる会社分割の目的は、直営店舗の営業機能と加盟者を含めた店舗サポー

ト機能及び権限を明確に分離することであり、これにより直営店舗のマネジメント強化や顧

客満足度向上のための業務執行が、迅速に実行可能となることを見込んでおります。 

しかしながら、以上の施策を行ってもなお、直営店舗の営業権譲渡によるフランチャイズ

化が当初の計画を下回ったことや、想定以上の商材価格の値上がり等を理由に、平成25年12

月期連結業績は営業損失６億29百万円（前年同期は６億44百万円の営業損失）、当期純損失17

億27百万円（前年同期は８億78百万円の当期純損失）の結果となりました。当社グループで

は、当該状況を改善するためには、引き続き主軸である持ち帰り寿し事業の建て直しに努め

ていくことが重要であると考えており、フランチャイズオーナー候補への事業の魅力アピー

ル力向上という観点からも、まずは直営店舗の建て直しを優先し営業キャッシュフローの健

全化を図るべきであると判断いたしました。具体的には、新規出店及び既存店舗の改装によ

る直営店舗の拡大及び宅配機能の導入による直営店舗の付加価値向上によって売上高を確保
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するとともに、商流のフローの見直し、アイテムの集約等によるコスト削減を図ります。ま

た、小さな本社を目指し、前年度に希望退職者の募集、システム導入等により構築してきた

本社機能の集約化をいっそう進めてまいります 

 
 

２．平成26年12月期～平成28年12月期中期経営計画の骨子 

                            
■ターゲット：これまでの顧客層、今後のマーケットを考慮し、中高年齢層を想定 
 
■出店政策：直営店舗（連結）平成25年度末269店舗 → 平成28年度末507店舗 
 
■品質：市場での鮮魚加工と物流網再整備による鮮度アップ 
   「健康」付加価値商材の投入 
    小僧寿しの原点である「舎利」の品質向上 
 
■利用機会：持ち帰り寿し店舗での宅配機能導入 
 
■収益改善：物流改革によるコスト削減 
      仕入集約、一括購入推進 
     「小さな本部」本部業務の効率化 

 
 

３．３ヵ年計画の概要 

 
新規出店は、出店ノウハウを持つ主として関東圏の郊外及びロードサイドを中心に行う計

画であり、平成26年度に18店舗、平成27年度に100店舗、平成28年度に120店舗を出店し、小

僧寿し業態の店舗網の拡大を目的としております。また、移転は、当社連結子会社である株

式会社茶月東日本が運営する茶月業態（郊外及びロードサイド主体の小僧寿し業態と比較し

て、駅前及び商店街立地に出店しており、立地に合わせた商品グレードや単価設定の持ち帰

り寿し事業です）において、平成26年度に５店舗を予定しており、潜在的購買層があるにも

かかわらず商業地として老朽化した立地の店舗に対し、近隣への移転により既存顧客を維持

しつつ新規顧客の獲得を目指します。 

品質改善は、市場仕入の鮮魚の取扱い、付加価値のある商材の投入等により顧客満足度の

向上と新規顧客の取り込みを計画しております。それらの実現のために併せてこれまでの２

温度帯に加え冷蔵での配送や市場で仕入れた商材をその場で加工する一次加工、食材加工場

での二次加工を行うための拠点整備も行ってまいります。 

宅配機能の導入は、縮小の一途を辿る１店舗当たり商圏への対処策として、既存の持ち帰

り寿し店舗へ宅配機能の付加を進め、潜在顧客の発掘、商圏の拡大、お客様の利用頻度増加

を図ってまいります。平成26年度は36店舗の宅配機能付加を予定しており、３年間での全店

導入を目標に展開を進め売上の底上げに努めてまいります。 

 
 

４．平成28年度 連結数値目標 

（単位：百万円） 

 平成25年12月期 平成26年12月期

（目標） 

平成27年12月期

（目標） 

平成28年12月期

（目標） 

連結売上高 15,593 14,439 17,660 25,158

連結営業利益 △614 74 828 1,772

連結経常利益 △632 62 812 1,755

連結当期純利益 △1,684 47 796 1,740

 

  
以  上 
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『食生活の未来を創造する企業へ』
私たちはいつも“安全・安心・健康”を決められたルールの下に表現し、

笑顔と活気を添えて、美味しい商品を販売します。

当社の企業理念当社の企業理念
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従来ご説明してきた当社の特徴・良さ従来ご説明してきた当社の特徴・良さ

Ｆ Ｃ ノ ウ ハ ウ●

お い し さ●

ロ ー ・ プ ラ イ ス●

ブ ラ ン ド 力●

－ 創業時から蓄積したノウハウ
ＦＣ中心の店舗展開を創業時から推進。ＦＣ運営についての
豊富なノウハウを有しております。

－ 手づくり、つくりたて
工場での製造ではなく、全て店舗で作った寿しを販売しております。

－ 「持ち帰り寿し」のノウハウ
長年、蓄積したの「持ち帰り寿しのノウハウ」に基づく製造により、
作りたてはもちろん、時間がたっても美味しい寿しを提供しております。

－ 「小僧寿し」 ブランド
40年に渡る実績、全国規模での店舗展開により、抜群の知名度を
有しております。

JASDAQ：9973 株式会社小僧寿し 5

－ 「お手軽価格」での提供
徹底した業務の効率化・標準化によるコスト管理を実施。
ご家族で、安心して食べていただける低価格で販売しております。

GO GO(55)プロジェクト

既存顧客には、一定のご評価をいただいている点も、時代の変化の中で改革が必要となっている。
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中期経営計画における基本方針中期経営計画における基本方針

『『 原原 点点 回回 帰帰 』』

お客様第一主義に立ち返り、改めてお客様は何を求めているのかを問い直し、
顧客満足実現に向けた政策に取組む。

時代が変わり、競合企業も変化する中、以前の成功がそのまま続くわけでもなく、
また、お客様のニーズも変わっていく。

「お客様第一主義」に立ち返り、商品・サービスのブラッシュ・アップはもちろん、
今の時代のお客様のニーズにあったサービスを提供していく。

今年、50周年を迎える小僧寿しグループの中期計画の基本方針は

● お客様が真に満足する品質レベルを取り戻す

● 店舗のQSCレベルを底上げし、サービスレベルを上げていく



新中期経営計画名称：新中期経営計画名称：GoGo GoGo（（5555））プロジェクトプロジェクト
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近年、筋肉質な組織に転換すべく、不採算店の閉店
や本部体制のスリム化などに取り組み、収益改善を
図ってまいりました。

今後レベルアップする商品品質・サービスをより多く
のお客様にお届けするため、本年度から再度出店を
加速し、本計画の 終年度に直営店500店舗体制
を目指します。

直営店５００店舗体制

今年は、当社にとって創業５０周年を迎える節目の
年となります。

本計画は、新たな小僧寿しグループの確立に向けて
その節目となる2014年12月期を初年度として
スタートするものです。

創業５０周年



今後の当社が目指す戦略・方向性今後の当社が目指す戦略・方向性

Ｆ Ｃ ノ ウ ハ ウ●

お い し さ●

ロ ー ・ プ ラ イ ス●

ブ ラ ン ド 力●

－ 創業時から蓄積したノウハウ

－ 手づくり、つくりたて

－ 「持ち帰り寿し」のノウハウ

－ 「小僧寿し」 ブランド
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－ 「お手軽価格」での提供

GO GO(55)プロジェクト

ベースとなる当社の特徴にさらに磨きをかけるとともに、新たな時代に合わせた価値の提供を開始。
特に、今後のターゲット顧客層である中高年層に向けて、「健康」「便利」の商品/サービスを投入。

当
社
の
基
盤
（原
点
）

当
社
の
基
盤
（原
点
）

より高品質の商品/
サービスを提供する
ことで顧客満足度の
向上を図る

全ての項目について
見直しを実施

新
た
に
提
供

新
た
に
提
供

Healthy
（健康）

「健康」付加価値商材の投入

健康志向が高まる中、健康食材を使用した
差別化商品を投入

Convenience
（便利）

持ち帰り寿し店舗での宅配機能導入

今後の高齢者ニーズを取り込むとともに
宅配寿し需要を取り込み利用機会を拡大
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計画の全体像計画の全体像

ターゲット顧客

顧客・売上の拡大戦略

オペレーション向上 品質向上

収益力改善

実行力

GO GO(55)プロジェクト

まずは足元の
店舗・本部機能

の強化
と

黒字体質へ転換

・教育制度の再構築と徹底

・店舗組織の再構築と徹底

・店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの再構築
と徹底

・3温度帯物流の実現
－鮮魚などの導入

・シャリの品質向上

・付加価値商材の導入

直接コスト
・物流改革によるコスト削減

・仕入集約によるコスト削減

間接コスト
・本部機能の集約化と経費
削減
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中高年齢層（40歳代～）
に注力

ＱＳＣレベルの向上

利用機会の拡大
・宅配機能の導入

既存店舗の強化
・店舗リニューアル
・
・不採算店舗の業態変更

店舗数の拡大
・新規出店計画（直営店）
３カ年で計243店舗



出店戦略：出店戦略：500500店舗体制に向けて店舗体制に向けて

単位：百万円
2013/12期

実績

2014/12期

予想

2015/12期

予想

2016/12期

予想

期末直営店舗数 269 287 387 507

出店 6 18 100 120

閉店 66 － － －

期初直営店舗数 329 269 287 387
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単なる店舗数の量的拡大を目指すのではなく、前記の施策を実施することで、
質的向上も伴った出店戦略を推進する。

◎ 直営店 出店戦略

※2013/12期の出店・閉店数には、直営店の売却によるFC店化や社員独立制度によるFC店化などの店舗数は含んでおりません。
そのため、2013/12期の期初店舗数は開示文書等に記載しております店舗数とは異なります。

※2014/12期の出店は、小僧寿し18店舗・茶月5店舗を予定しております。
※2014/12期の茶月５店舗の出店は、既存店舗の移転となるため、上記の出店・閉店数には含めておりません。
※2015/12期並びに2016/12期の出店は小僧寿しでの出店を予定しております。
※平成26年3月13日開示の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」の通り、
出店計画の前倒し実施を計画しております（P16参照）。

FC店開発については、フランチャイズオーナー候補への事業の魅力・アピール力の向上を図る

という観点から、まずは直営店舗の建て直しを優先し、その後に注力。

GO GO(55)プロジェクト



ターゲット顧客：中高年齢層①ターゲット顧客：中高年齢層①
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2020年

2015年

3,395万人

割合26.7%

＋447万人

＋3.7%
2010年

2,948万人

割合23.0%

＋217万人

＋2.2%

出所：国立社会保障・人口問題研究所

万人

GO GO(55)プロジェクト

日本の老齢人口の推移（推計）

急速に増加する老齢（65歳～）層を含む
中高年層を、当社の顕在・潜在顧客の
メイン・ターゲットとして各種戦略を策定



ターゲット顧客：中高年齢層②ターゲット顧客：中高年齢層②
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店数

当社の店舗数推移
（直営＋FC）

19801972 1990 20102000 2013

も知名度・勢いが
あった時期

1980年代

当時の主力顧客

20代後半～
40代の主婦層

30年強が経過し・・

現在は

50代後半～70代の
中高年層へ

GO GO(55)プロジェクト

かつて、当社の 盛期に主力顧客層であり
当社を良く知る（強いブランド力）お客様が
現在は中高年層にシフト

こうした層に強く訴求する
商品/サービスを投入していく
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新中期計画：新中期計画：ConvenienceConvenience GO GO(55)プロジェクト

同業他社との競合だけでなく、コンビニエンス・ストアやスーパーマーケットの
出店攻勢、持ち帰り寿し商品の拡充などにさらされ、当社店舗の商圏が縮小。

従来の商圏

１店舗当たり商圏が縮小することで、既存店の
対前年比売上も低下同業他社と競合

スーパー
と競合

ｺﾝﾋﾞﾆ
と競合

寿し
他業態
と競合

小僧寿し店舗

現在の商圏

寿し
他業態
と競合
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新中期計画：新中期計画：ConvenienceConvenienceの提供の提供 GO GO(55)プロジェクト

持帰り店舗からの
宅配機能を拡大 潜在顧客の発掘

1店舗当たりの商圏拡大

お客様の利用頻度の拡大

既存店舗並びに今後の

新規店舖へ導入し、

店舗収益の底上げ

・強化を図る

昨年度より
一部店舗で

試験的に導入

計画 終年度は

全店に導入

初年度の当期は

36店舗に拡大

順調に推移した場合

さらに次の展開へ

商圏縮小に対処し、宅配機能を備えた店舗を拡大。当社事業の基盤となる
店舗収益力の底上げ・強化を図ると同時に、顧客基盤の拡大を目指す。
さらに同戦略が軌道に乗った後は、固定シニア顧客層向けの新展開も検討。
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新中期計画：新中期計画：HealthyHealthyの提供の提供

ヨード卵やコラーゲンブリなどの健康食材をメニューに盛り込むほか、野菜を多く
使用した商品開発や健康志向の「和惣菜」「スイーツ」をラインナップに加える。

◎ 「ヨード卵・光 」の卵焼きR

◎ 「コラーゲンブリ 」R

「魚を食べることで美味しくキレイに！」をコンセプトに開発されたコラーゲンブリを寿司ネタとして採用し、

女性客をメイン・ターゲットに投入。今後はブリ以外でも同様の食材を順次導入。

長年の信用・実績と、高いブランド力を有する「ヨード卵・光」を生産する日本農産工業㈱と提携。

健康に良く、かつ食べて美味しい卵焼きを戦略商品として投入。

GO GO(55)プロジェクト
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新中期計画：新中期計画：QSCQSCの向上の向上 GO GO(55)プロジェクト

顧客満足度の向上を図るため、以下の施策を実施することで、
お客様により高品質の商品/サービスを提供する

●美味しさ倍増PJ

 舎利品質の見直し
（米・炊飯工程・消費期限）

 品質・アイテム数のアップ

従来から持帰り寿しの特性
に合わせ、ご評価いただいて
いた舎利（シャリ）。
それを、さらに美味しくするために、素材～販売まで
見直し、小僧寿しの原点である舎利をより美味しく

その他、商品消費期限の変更、製造・提供オペレーションの見直しも実施し、

美味しさと健康を追求した商品をお客様に提供する

 加工工場の設置

従来の2温帯（常温・冷凍）に加え、
チルド配送を開始

鮮魚・サラダ・惣菜等の商材数・
品質鮮度管理のアップを図る

・季節の旬の鮮魚導入を行い、鮮度感の
訴求により商品力アップ

・手巻の品質及び価格を見直し、チルド
物流 の実現で商品のバラエティ化

●プライス

本鮪フェア、リーズナブルプライス商品フェアなど

 ３温帯物流の実現

大田市場に一次加工場を
設置し、昭島ﾌﾚｯｼｭｾﾝﾀｰ
でネタ加工
実施

 各 種 フ ェ ア の 開 催

お手頃 ＋ ハイグレード ＋ 健康

 グランド・メニューの改定

従来からのお手頃価格のリーズナブル価格商品に
加え、本鮪・ブリ・アジを盛り込んだハイグレード商品
と、健康をテーマにした商品を新たに提供
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新中期計画：収益率の改善新中期計画：収益率の改善 GO GO(55)プロジェクト

物流コスト低減 小さな本部

中間業者の見直し、共同購買、

新規取引で安定供給と集約化

により原価を低減し、粗利率の

向上を図る。

仕入集約、一括購入推進

前期から取り組みである本部

業務の効率化は継続。

売上の拡大とともに徒に本部

人員の増加を行うことなく、

販管費比率の低減を図る。

物流システムの抜本的改革で

業者・配送センターの変更、

配送時間等のオペレーション

の見直し、業者預託在庫への

切り替え等を実施。

利益率の改善計画

中期計画第3年度
2016/12期

中期計画初年度
2014/12期

中期計画第2年度
2015/12期

さらなる売上増（新店効果
含む）により、販管費比率が
大きく低下。利益額・率とも
大幅増を目指す。

原価低減、物流コスト低減
などの効果により、黒字に
転換。
（新店効果は見込まず）

売上増（新店効果含む）に
より、販管費比率が低下。
筋肉質の経営基盤の下、
大幅な増益を目指す。
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新中期計画：資金計画新中期計画：資金計画 GO GO(55)プロジェクト

以上の戦略、特に新規出店や店舗リニューアルなどを実施するため、
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）を実施いたします。

新株予約権の名称 株式会社小僧寿し 第３回新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類
及び数

本新株予約権１個当たり、当社普通株式１株

新株予約権の総数 17,747,986個

行使価額 １個（１株）につき125円

行使総額 22億18百万円（行使比率100％時）

株主確定日 平成26年3月25日（火）

予約権上場期間
平成26年3月26日（水）から
平成26年5月16日まで（予定）

権利行使期間
平成26年４月28日（月）から
平成26年５月23日（金）まで（予定）

◎ ライツ・オファリングの概要

（注）本新株予約権の行使を希望する本新株予約権者の皆様につきましては、原則として、平成26年5月22日（木）の営業時間内までに行使に
必要な手続を行っていただく必要がありますのでご注意下さい。また、証券会社等によっては行使請求の取次受付期間が異なる場合があります
ので、お取引先の証券会社等へ直接お問い合わせ下さい。



収益目標収益目標
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2013/12期
2014/12期

（目標）
2016/12期

（目標）
2016/12期

（目標）

売上高 15,593 14,439 17,660 25,158

営業利益 △614 74 828 1,772

経常利益 △632 62 812 1,755

当期純利益 △1,684 47 796 1,740

◎ 連結数値目標

GO GO(55)プロジェクト

62

△91

355

△314

812

20,159

22,354

14,439

17,660

棒グラフ ：売上高
折線グラフ：経常利益

25,158

20,447

15,593

1,755

24,648

2010/12 2013/12 2016/12
計画

2014/12
計画

2015/12
計画

2012/122009/12 2011/12

△611 △632



投資家の皆様へ投資家の皆様へ
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GO GO(55)プロジェクト

今年、創業50周年を迎える小僧寿しグループは

新たに生まれ変わります。

そのためにも、本中期経営計画の達成に向けて、

全社一丸となって邁進するとともに

株主・投資家の皆様のご期待に応えていきたいと

考えております。



企業情報企業情報

社名： 株式会社小僧寿し（英文会社名：Kozosushi.Co.,LTD） ※2012年6月1日商号変更

設立： 1972年2月18日

上場証券取引所： 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ市場（公開日1994年6月9日）

証券コード： 9973

資本金： 20億1,930万円

発行済株式数： 17,753,838株

決算期： 12月（年1回）

本社： 〒104-0045 東京都中央区築地三丁目９番地９号 ラウンドクロス築地９階 ※2012年6月本社移転

従業員数： 正社員93名 パートタイマー 1,597名（月間170時間換算） ※2013年12月31日現在

事業内容： 寿し、弁当の製造販売、ならびに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指導

役員： 代表取締役社長

取締役商品本部長

取締役管理本部長

取締役ビジネス推進本部長

取締役経理財務本部長

監査役（常勤）

監査役

監査役

大西 好祐

大野 克司

三浦 広義

前田 俊二

佐藤 憲治

槙村 正美

野本 彰

高谷 覚


