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１．18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）連結経営成績 （注）金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 62,248 3.7 999 27.4 863 41.3

17年８月中間期 60,053 2.6 784 － 610 －

18年２月期 122,386 3.8 2,695 － 2,181 －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 円

18年８月中間期 224 － 356 356

17年８月中間期 △467 － △762 －

18年２月期 △387 － △690 －
（注）①持分法投資損益 18年８月中間期 △313百万円 17年８月中間期 △365百万円 18年２月期 △872百万円

②期中平均株式数（連結） 18年８月中間期 630,345株 17年８月中間期 613,641株 18年２月期 621,776株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

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

18年８月中間期 97,161 73,855 76.0 117,162

17年８月中間期 95,805 69,149 72.2 109,784

18年２月期 98,124 69,024 70.3 109,441

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月中間期 630,372.8株 17年８月中間期 629,862.8株 18年２月期 630,322.8株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年８月中間期 1,755 △1,465 △2,878 24,117

17年８月中間期 3,290 △1,564 △1,284 25,999

18年２月期 5,139 △3,904 △799 26,018

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 16社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） １社

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 136,200 3,900 1,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　2,855 円

※　上記数値予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要因によっ

て上記予想と大きく異なる可能性があります。



１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び連結子会社16社、持分法適用関連会社１社等で構成され、牛丼のファーストフード店「吉

野家」を主軸に和風ファーストフード店、回転寿司店等の外食事業を主な内容とし、事業を展開しております。

　当グループの主な事業内容及びその位置付けは次のとおりであります。

事業区分 主要な商品等の名称 主要な会社

牛丼関連事業

牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、

タレ等の食材並びに弁当箱等の包材及び備

品

当社

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家

㈱北海道吉野家

  ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブノースアメリ

カ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家（股）

寿司関連事業
店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿

司

㈱京樽

㈱関山

スナック関連事業

たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主

体とした各種和風ファーストフード、和菓

子の製造・販売

㈱ピーターパンコモコ

㈱新杵

その他飲食事業
カレーうどんの店頭販売、中華・西洋料理

の宅配、さぬきうどんの店頭販売

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱はなまる

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸他
㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

　上記グループ事業の系統図は次のとおりであります。

 

※１㈱ＭＲサービス 
※１㈱コンスタンツ 
※３子会社３社 

ス ナ ッ ク 関 連 事 業 

※１㈱ピーターパンコモコ 
※１㈱新杵 

商品 

そ の 他 の 事 業 不動産の賃貸借等 

施設設備工事等 

一    般    顧    客 

牛 丼 関 連 事 業 

※１㈱沖縄吉野家 
※１㈱九州吉野家 
※２㈱北海道吉野家 

（米国） 
※１ヨシノヤアメリカ・インク 
※１ヨシノヤウエスト・インク 
※１ヨシノヤフランチャイズ 
  オブノースアメリカ・イン

ク 
※１ヨシノヤニューヨーク・ 
  インク 
 

（台湾） 
※１台湾吉野家(股) 
 

（中国） 
※３上海吉野家快餐(有) 
※４深セン吉野家快餐(有) 
 

寿 司 関 連 事 業 

※１㈱京樽 
※１㈱関山 

そ の 他 飲 食 事 業 

※１㈱ポット・アンド・ポット 
※１㈱上海エクスプレス 
※１㈱はなまる 
※３㈱石焼ビビンパ 
※４関連会社１社 

当             

社 

商品 

ロイヤリティ 

ロイヤリティ 

不動産の賃貸等 

商品 

そ    の    他 

※５伊藤忠フレッシュ㈱ 
※５伊藤忠商事㈱ 

 ※１ 連結子会社 
 ※２ 持分法適用関連会社 
 ※３ 非連結子会社 
 ※４ 関連会社で持分法非適用会社 
 ※５ その他の関係会社 
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

   当社グループは、「社会との共生を積極的に図り、食に関するビジネスを通して豊かな人間社会の創造に貢献す

る」ことを使命とし、成熟した消費行動を背景とした顧客ニーズの変化・多様化に迅速かつ主体的に対応してまいり

ます。

　また、株主視点の経営を実践してゆくことが重要であると考えており、今後とも事業の成長と進化の具現化、あく

なきローコスト化・効率化の実践に立って経営基盤の更なる強化を図り、利益体質化成長企業として企業価値を向上

させてまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

  当社グループは、常に企業価値を向上させることによって、株主利益を増大させることを目指しております。従い

まして株主の皆様への利益還元のため、株主資本利益率（ROE）の向上、一株当り利益高（EPS）の増大が重要な課題

であると考えております。

　配当につきましては、業績の進展状況に応じて利益還元を行なうことを基本方針としております。

　なお、内部留保金の活用につきましては、当面高収益な事業投資やM&A等、将来にわたって株主利益を増大させるた

めの投資を優先してまいりたいと考えております。

３．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループといたしましては、積極的な店舗展開や大胆な業務改革による経営構造の見直し、M&Aなどを推進し、

一層の利益体質化を追求するとともに、グループ企業価値の増大に努めてまいります。

　中長期経営戦略の具体的計画といたしましては、1997年を初年度とした10年にわたる長期経営計画『YDC21』に沿っ

て、吉野家事業の更なる拡充と活性化、新規事業の早期育成と拡大、米国・アジアを中心とした海外事業の拡大展開

を主軸とした経営課題を着実に進めてまいります。

４．会社の対処すべき課題

　経済環境は一部に景気回復の兆しは見えるものの、個人消費は未だ従前の勢いを取り戻すまでには至っておりませ

ん。外食産業におきましても業態を超えた競争が一層熾烈化し、お客様の価値に対する選別の目も一段と厳しさを増

しております。

　このような状況の中、当社グループは「お客様最優先の思想」に基づき、品質やサービスの向上に努め、顧客の信

頼感・サービスへの満足度を一層高めてまいります。

　その上で、グループ経営によるシナジー効果を充分意識し、戦略成果を踏まえた、経営資源の重点的かつ効果的な

配分を実施し、更なる業績の向上に努めてまいりたいと考えております。

５．会社の経営管理組織の整備等（コーポレート・ガバナンスの充実）に関する施策

　経済構造そのものが激しく変化しつつある経営環境の中で、スピーディーな意思決定と業務執行が行われるべく、

取締役会の活性化を図るとともに、決裁権限の委譲を進めるために決裁規程の改定を随時行なっております。また、

全社員の行動規範の羅針盤として『企業行動規範』を作成し、企業倫理の徹底を図っております。

　一方、コーポレート・ガバナンスの視点では誰にも理解しやすい経営を行なうべく、出来る限りの情報開示（決算

説明会、国内外でのIR活動、ホームページによる情報公開、株主通信等）をするとともに開かれた株主総会を通して、

公正で透明性のある経営を実践してまいります。
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６．親会社等に関する事項

 (1）親会社等の商号

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上場さ

れている証券取引所

 伊藤忠商事㈱

　上場会社が他の会社の関

連会社である場合における

当該他の会社

21.1

 （21.1）

㈱東京証券取引所 市場第一部

㈱大阪証券取引所 市場第一部

㈱名古屋証券取引所 市場第一部

証券会員制法人福岡証券取引所 市

場第一部

証券会員制法人札幌証券取引所 市

場第一部

 伊藤忠フレッシュ㈱

　上場会社が他の会社の関

連会社である場合における

当該他の会社

21.1  なし

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接所有割合を内数で記載しております。

(2）親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

商号 理由

 伊藤忠商事㈱
当社の議決権を直接保有している伊藤忠フレッシュ㈱の親会

社であるため

 

(3）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は、伊藤忠商事㈱の持分法適用会社であります。当社は同社を中心とする伊藤忠グループから原材料などを

仕入れております。

　当社は、当社の社外取締役として伊藤忠商事㈱執行役員である能登章友氏を、社外監査役として伊藤忠商事㈱食

料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー兼食料経営管理部長である栢沼康夫氏を選任いたしております。

　また、常勤監査役として平成16年５月に伊藤忠商事㈱を退社いたしました森望人氏を選任いたしております。

なお、当社と３氏の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　当社及び当社グループ企業において親会社等の各社より事業活動上の制約、経済的支援などは受けておらず、

また、当社の取締役及び監査役のうち親会社等との兼任は能登氏、栢沼氏の２名のみであり、その就任は当社から

の要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

(4）親会社等との取引に関する事項

　当社は、伊藤忠商事㈱との取引として原材料等の仕入及び食材等の販売を行っており、伊藤忠フレッシュ㈱から

は原材料等を仕入ております。

　なお、取引金額につきましては、市場価格を勘案して価格交渉の上、一般的取引と同様に決定をいたしておりま

す。

 平成１８年８月期における取引金額は下記のとおりであります。

取引相手会社 取引内容 金額（百万円）

 伊藤忠商事㈱  原材料等の仕入 743

  食材等の販売 4

  立替金の支払 0

 伊藤忠フレッシュ㈱  原材料等の仕入 5
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）業績全般の概況

　当中間連結会計期間における我が国の経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支

えられた景気回復が続き概ね好調を維持しております。しかし、海外に目を向けますと、米国景気の減速や原油高

などの懸念材料も出始めており、国内景気への影響については予断を許さない状況です。

　外食産業におきましては、マーケット規模の縮小は下げ止まらず前年割れが1998年から連続９年目となりました。

一方で店舗数過剰による競争の熾烈化は、既存店舗売上高の低迷を長期化させ、依然として厳しい状況が続いてお

ります。

　さらに、米国産牛肉の輸入禁止措置は７月に部分解除されたものの、その輸入量は禁輸前と比較して大幅に減少

しており、また、その限られた牛肉も本格的な流通は９月以降になり、価格も以前の３倍程度の水準になる見通し

であり、当社グループを始めとした、牛肉を主力原材料とする外食企業におきましては、売上高の減少や原価の高

騰等への対応を余儀なくされております。

　この様な厳しい環境下ではありますが、当社グループでは引き続き事業の拡大を進めるとともに、経営構造の変

革を果たすべく、ローコスト経営への取り組みを継続的に実践してまいりました。

　当社グループの主力事業であります「吉野家」につきましては、『牛丼なき経営環境下における本格的な「事業

利益構造の確立」』を課題に、「牛丼」終売以降の低迷した業績の回復を目指し、新商品の導入やセールスプロモー

ションを継続的に実施してまいりました。

　その結果、当中間連結会計期間における売上高は622億48百万円、前年同期比3.7％の増加、営業利益は９億99百

万円、前年同期比27.4%の増加、経常利益は８億63百万円、前年同期比41.3%、当期純利益は２億24百万円（前年同

期当期純損失４億67百万円）の増収増益となりました。

(2）セグメント別の状況

①　牛丼関連事業

　牛丼関連事業につきましては、国内外合わせて新たに23店舗（うち国内12店舗）を出店する一方で、不振店20店

舗（うち国内12店舗）閉鎖し、当中間期末の店舗数は1,257店舗となりました。

　国内の「吉野家」につきましては、「牛丼」終売以降の低迷した業績の回復へ向けた施策に取り組んでまいりま

した。売上高向上へ向けての取り組みといたしましては、３月には、新規顧客の開拓を目的としたディスカウント

セールを実施し、また、「お値打ち感」のある商品の開発に注力し、４月には新商品「豚みそ炒め定食」、５月に

は「辛口焼肉丼」「辛口焼肉定食」を導入いたしました。一方、コスト構造の抜本的な見直しを図るべく、仕入原

価の低減、経費の見直し等、一層のローコスト化、効率化に取り組んでまいりました。

　海外の「吉野家」の状況につきましては、ヨシノヤアメリカ・インクは、新たに２店舗を出店する一方、4店舗を

閉鎖したことにより総店舗数は81店舗となりました。前年同期末より２店舗下回りましたが、既存店売上高が前年

を上回ったことにより増収となりました。利益につきましては、牛肉の仕入れコストの上昇が影響し、減益となり

ました。台湾吉野家につきましては、不振店１店舗を閉鎖したことにより総店舗数は40店舗となりました。QSCの向

上により既存店売上高は前年を上回りましたが、前年同期末より店舗数が５店舗下回ったことにより減収となり、

社員の新規採用に伴う人件費の増大も影響し減益となりました。

　以上の結果、牛丼関連事業全体の売上高は393億60百万円、前年同期比4.9％の増加、営業利益は６億７百万円、

前年同期比21.5%の増加となりました。

②　寿司関連事業

  寿司関連事業の㈱京樽は、新たに９店舗を出店する一方、不振店を16店舗閉鎖したことにより当中間期末の店舗

数は412店舗となりました。イートイン事業においては、新店５店舗の出店が貢献し売上が前年を上回りました。

　一方、主力のテイクアウト事業においては、時節に合わせた商品開発、「バッテラキャンペーン」等の継続的な

セールスプロモーションを実施してまいりました結果、既存店売上高は第１四半期は前年を上回りましたが、第2四

半期の天候不順等の影響により微減となりました。また、課題であった「新業態店舗の育成」として、食品スーパー

の惣菜コーナーでの非対面販売方式の店を４店舗出店いたしましたが、不振店舗等の閉鎖により総店舗数が前中間

期末を12店舗下回りましたことにより、売上が前年を下回りました結果、全体では減収減益となりました。

　以上の結果、寿司関連事業の売上高は159億43百万円、前年同期比0.5％の減少、営業利益は２億24百万円と前年

同期比29.4%の減少となりました。
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③　スナック関連事業

　スナック関連事業の主力である ㈱ピーターパンコモコは、新たに新業態を含み13店舗を出店し、不振店を６店舗

閉鎖したことにより当中間期末の店舗数が294店舗となりました。サービスレベルや店舗オペレーションの向上を図

りますと共に、継続的にセールスプロモーションを実施し、新メニューも導入いたしましたことにより、前年の下

降傾向には、歯止めがかけられましたが、既存店売上が前年を下回り、減収減益となりました。また、和菓子製造

販売の（株）新杵は、新たに２店舗を出店し、１店舗を閉鎖しました。既存店売上が前年を下回ったことにより減

収となりましたが、経費構造の改善により増益となりました。

　以上の結果、スナック関連事業の売上高は45億８百万円、前年同期比4.1％の減少、営業利益は１億11百万円と前

年同期比36.8%の減少となりました。

④　その他飲食事業

　その他飲食事業の（株）上海エクスプレスは、既存店売上が前年を下回りましたが、新設既存店２店舗と共に不

採算店舗の売上拡大が貢献し増収となるとともに、店舗生産性の向上により増益となりました。「おかずの華」に

つきましては、店舗数が前年を１店舗下回ったことにより減収となりましたが、カミサリー活用により店舗生産性

が向上し増益となりました。 ㈱ポット・アンド・ポットは、主力業態である「カレーうどん千吉」を牽引役として

既存店売上高が前年を上回ったことにより増収増益となりました。以上の結果、その他飲食事業の売上高は13億21

百万円、前年同期比0.7％の減少、営業損失は17百万円（前年同期営業損失73百万円）となりました。

⑤　その他の事業

　その他の事業の主力である ㈱ＭＲサービスは、新規外部顧客の売上拡大が好調に推移したことにより増収となり、

粗利高の向上に向けた構造改革や、全社ベースでの業務改革活動推進による人件費等の削減により増益となりまし

た。その結果、その他事業の売上高は21億22百万円、前年同期比62.0％の増加、営業利益は１億３百万円（前年同

期営業損失75百万円）となりました。

(3）通期の見通し

　外食マーケットにおける競合の激化や、米国産牛肉の輸入量が限定されることに加え価格が高騰していることな

ど、当社グループを取り巻く環境は未だ厳しい状況が継続しておりますが、今後も様々な施策に取り組み、更なる

業績の向上に努めてまいります。

　当社グループの主力事業であります「吉野家」におきましては、米国産牛肉の禁輸措置が部分解除されたものの

主力商品である「牛丼」を毎日24時間提供し続ける量の確保には未だ目途が立っておりません。その限定的な「牛

丼」を顧客の観点で最も効果的な販売方法で提供することに加え、現行商品の「お値打ち感」を更に高め、「牛丼」

が販売できない期間を含め、更なる向上を図ってまいります。

　その他の事業におきましても、新規店舗の出店を積極的に進めるとともに、新商品や新フォーマットの開発を促

進し、更なる企業価値の最大化を目指してまいります。

　通期の業績見通しにつきましては、売上高1,362億円、前年同期比11.3％の増加、経常利益39億円、前年同期比

78.8%の増加、当期純利益18億円、（前年同期当期純損失３億87百万円）と前年同期に対して増収、増益を見込んで

おります。

２．財政状態

　当中間連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産971億61百万円（前連結会計年度末比９億62百万円減

少）、負債の部合計233億６百万円（前連結会計年度末比８億17百万円減少）となり、純資産の部合計は738億55百

万円（前連結会計年度末資本の部合計は690億24百万円）となりました。

　また、連結キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期中の減少額25億96百万円、新規連結に

伴う増加額６億96百万円となり、期末残高は期首残高より19億円減少し、241億17百万円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払（９億19百万円）、仕入債

務の減少（３億89百万円）等の減少要因があった一方で、減価償却費（15億65百万円）、売上債権の減少（６億44

百万円）及び持分法による投資損失（３億13百万円）などにより、17億55百万円の増加となりました。前中間連結

会計期間と比べて15億35百万円の減少となりましたが、これは主に、法人税等支払額の増加（５億85百万円）、た

な卸資産の減少（４億48百万円）及び前中間連結会計期間の関係会社株式売却損（４億１百万円）などによるもの

であります。
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②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の満期償還による収入（５億

円）及び差入保証金の回収による収入（３億１百万円）などの増加要因があった一方で、有形固定資産の取得によ

る支出（13億30百万円）及び差入保証金の差入による支出（４億２百万円）などにより、14億65百万円の減少とな

りました。前中間連結会計期間と比べて99百万円増加となりましたが、これは主に、前中間連結会計期間よりも長

期性預金の払出しによる収入及び関係会社株式売却による収入が減少した一方で、関係会社株式取得による支出な

どが減少したことによるものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金返済による支出（21億59百万円）

及び配当金の支払（４億97百万円）などにより、28億78百万円の減少となりました。前中間連結会計期間と比べて

15億94百万円の減少となりましたが、これは主に、長期借入金の返済により支出が増加したことによるものであり

ます。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりです。

平成16年８月
中間期

平成17年８月
中間期

平成18年８月
中間期

平成17年２月期 平成18年２月期

株主資本比率 69.3％ 72.2％ 71.9％ 66.7％ 70.3％

時価ベースの株主資本比率 107.6％ 110.4％ 134.9％ 106.2％ 119.5％

債務償還年数 － 1.0年 1.3年 － 1.1 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
－ 44.4倍 44.6倍 － 36.1 

※株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期の債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２））

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

（注）１．各指標は、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。

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（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．営業キャッシュ・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支払っている全ての負債を対象

としております。また、利息の支払額については、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16年８月中間期及び平成17年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスとなったため算出しておりません。
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 ３．事業等のリスク

  当社グループの経営成績、財務状況および株価等に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、文中における将来に関する事項は中間決算短信発表日（平成18年10月６日）現在において当社が判断したものであ

ります。

 (1）牛丼関連事業への依存について

  当社グループを構成する連結会社群には、成長過程の段階にある企業が多く、現時点では当社グループのコア企業であ

る㈱吉野家ディー・アンド・シーを中心とした牛丼関連事業の連結業績に占める売上高、利益の割合が高くなっておりま

す。引き続き、牛丼関連事業に続く中核事業の育成に注力してまいりますが、牛丼関連事業の業績の如何により、グルー

プ全体の業績に大きな影響を与えることがあります。

 

 (2）今後の成長性について

  外食産業全体のマーケット規模が縮小するなか、大手外食チェーンは年々店舗数を増加させており、競争が一層熾烈化

しております。さらに、少子高齢化の進行により、中核である牛丼関連事業が従来コアターゲットとしていた顧客層（18

～35歳の男性）は減少傾向にあり、今後、既存の牛丼店舗の出店ポテンシャル（出店可能店舗数）は年々縮小することが

見込まれております。当社グループでは引き続き連結会社群の成長、牛丼事業での新フォーマットの開発、海外への積極

的な展開等により、売上高を向上させる取り組みを積極的に推進してまいりますが、過去の推移と比較して、当社グルー

プの売上高成長率が鈍化する可能性があります。

 

 (3）原材料の調達リスクについて

  2003年12月より昨年12月から今年の１月の２ヶ月間を除き、継続していた米国産牛肉の輸入禁止措置は７月に部分的に

解除されましたが、その輸入数量は限定的であり、また、価格も禁輸以前の水準と比較いたしまして約1.5倍の水準で推移

しており、当社グループの牛丼関連事業の業績に大きな影響を与える可能性があります。今後も現状以上に、新たな原材

料産地の開拓や分散調達等のリスクヘッジに努めてまいりますが、当社グループ各社が使用する食材は多様にわたるため、

疫病の発生や、天候不順、自然災害の発生等により、必要量の原材料確保が困難な状況が生じたり、仕入価格が高騰した

りする可能性があります。

　また、中核である牛丼関連事業で使用する原材料のおよそ50％は海外から輸入されておりますが、円建てでの取引を中

心に仕入活動を行っており為替変動によるリスクは軽微であります。また、今後、米国産牛肉の輸入量の増加に伴い、ド

ル建てでの取引が増加することが見込まれ、為替予約などにより為替変動リスクを回避する努力を行いますが、為替相場

が大幅に円安となった場合、売上原価が上昇することにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 (4）店舗の賃借物件への依存について

  当社グループは、事務所や大部分の店舗の土地建物を賃借しております。賃借期間は賃貸人との合意により更新可能で

ありますが、賃貸人側の事情により賃借契約を解約される可能性があります。また、賃貸人に対して平成18年8月期末時点

で総額138億15百万円の預託金を差し入れておりますが、このうちの一部が倒産その他の賃貸人に生じた事由により回収で

きなくなるリスクがあります。

 

 (5）法的規制について

  当社グループでは、会社法、証券取引法、法人税法等の一般的な法令に加え、食品衛生、店舗設備、労働、環境等店舗

の営業に関わる各種法規制や制度の制限を受けております。これらの法的規制が強化された場合、それに対応するための

新たな費用が増加することになり、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 (6）食品の安全管理について

  当社グループでは、安全な商品を顧客に提供するために衛生管理を徹底しておりますが、万一、集団食中毒等の衛生問

題が発生した場合、企業イメージの失墜や損害賠償金の支払い等によって、業績に大きな影響を与えることがあります。

 

 (7）海外展開におけるカントリーリスクについて

  海外子会社の進出国における政情、経済、法規制、ビジネス慣習等の特有なカントリーリスクにより、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

－ 7 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
平成17年８月31日

当中間連結会計期間末
平成18年８月31日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※３ 26,231 24,361 26,264

２．受取手形及び売掛
金

2,996 3,188 3,511

３．有価証券 19 497 －

４．たな卸資産 2,620 4,951 4,732

５．その他 2,278 2,038 2,039

貸倒引当金 △37 △20 △16

流動資産合計 34,107 35.6 35,015 36.0 36,530 37.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 ※３ 15,748 16,680 15,743

２．土地 ※３ 9,761 9,801 9,805

３．その他 3,404 2,968 3,037

有形固定資産合計 28,914 30.2 29,450 30.3 28,586 29.2

(2）無形固定資産 3,086 3.2 5,056 5.2 3,053 3.1

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 2,820 2,831 6,388

２．関係会社株式 3,367 － －

３．差入保証金 ※３ 13,148 13,815 13,130

４．その他  ※３ 10,945 11,397 10,763

貸倒引当金 △461 △405 △327

投資損失引当金 △123 － －

投資その他の資産
合計

29,696 31.0 27,638 28.5 29,954 30.5

固定資産合計 61,697 64.4 62,145 64.0 61,593 62.8

資産合計 95,805 100.0 97,161 100.0 98,124 100.0
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前中間連結会計期間末
平成17年８月31日

当中間連結会計期間末
平成18年８月31日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

3,983 4,210 4,337

２．短期借入金 2,983 2,679 2,578

３．未払法人税等 349 402 1,046

４．賞与引当金 976 985 1,115

５．その他 ※３ 5,820 6,781 5,898

流動負債合計 14,113 14.7 15,059 15.5 14,976 15.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 3,339 2,020 3,331

２．退職給付引当金 2,924 2,732 2,819

３．役員退職慰労引当
金

612 696 654

４．その他 ※３ 2,384 2,797 2,342

固定負債合計 9,260 9.7 8,246 8.5 9,147 9.3

負債合計 23,374 24.4 23,306 24.0 24,123 24.6

（少数株主持分）

少数株主持分 3,281 3.4 － － 4,975 5.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 10,265 10.7 － － 10,265 10.4

Ⅱ　資本剰余金 11,139 11.6 － － 11,139 11.3

Ⅲ　利益剰余金 55,324 57.8 － － 54,904 55.9

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△294 △0.3 － － △212 △0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △1,053 △1.1 － － △928 △0.9

Ⅵ　自己株式 △6,232 △6.5 － － △6,144 △6.2

資本合計 69,149 72.2 － － 69,024 70.3

負債、少数株主持分
及び資本合計

95,805 100.0 － － 98,124 100.0
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前中間連結会計期間末
平成17年８月31日

当中間連結会計期間末
平成18年８月31日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 10,265 10.6 － －

２．資本剰余金  － － 11,140 11.4 － －

３．利益剰余金  － － 54,594 56.2 － －

４．自己株式  － － △6,134 △6.3 － －

株主資本合計  － － 69,865 71.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

－ － △234 △0.2 － －

２．為替換算調整勘定 － － △978 △1.0 － －

評価・換算差額等合
計

－ － △1,213 △1.2 － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 5,203 5.3 － －

純資産合計 － － 73,855 76.0 － －

負債純資産合計 － － 97,161 100.0 － －

－ 10 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
要約連結損益計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 60,053 100.0 62,248 100.0 122,386 100.0

Ⅱ　売上原価 22,895 38.1 23,540 37.8 46,402 37.9

売上総利益 37,157 61.9 38,707 62.2 75,983 62.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 36,373 60.6 37,708 60.6 73,287 59.9

営業利益 784 1.3 999 1.6 2,695 2.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 22 30 47

２．受取配当金 5 8 12

３．賃貸収入 275 248 550

４．受取手数料 61 53 117

５．雑収入 161 526 0.9 138 479 0.8 304 1,031 0.8

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 70 41 129

２．賃貸費用 208 183 407

３．持分法による投資
損失

365 313 872

４．雑損失 54 700 1.2 76 615 1.0 135 1,545 1.2

経常利益 610 1.0 863 1.4 2,181 1.8

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 4 86 33

２．関係会社株式売却
益

－ － 123

３．新株引受権戻入益 25 － 25

４．貸倒引当金戻入益 － － 135

５．評定済資産戻入益 64 94 0.2 69 156 0.3 142 461 0.4

－ 11 －



前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
要約連結損益計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※３ 204 150 425

２．減損損失 ※４ 126 57 235

３．投資有価証券評価
損

5 12 5

４．関係会社株式売却
損

401 － 577

５. 関係会社株式評価
損

－ － 4

６. 関係会社出資金評
価損 

－ － 29

７．契約解約損 11 67 29

８．貸倒引当金繰入額 － 15 －

９．投資損失引当金繰
入額 

12 － －

10. たな卸資産廃棄損 － － 91

11．訴訟和解金 ※５ － － 27

12. 持分変動損失 － 761 1.3 － 304 0.5 158 1,585 1.3

税金等調整前中間
（当期）純利益又
は税金等調整前中
間純損失（△）

△55 △0.1 715 1.2 1,057 0.9

法人税、住民税及
び事業税

360 342 1,114

法人税等調整額 △75 285 0.5 37 379 0.6 76 1,190 1.0

少数株主利益 126 0.2 111 0.2 254 0.2

中間純利益又は中
間（当期）純損失
（△）

△467 △0.8 224 0.4 △387 △0.3

－ 12 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 11,139 － 11,139

Ⅱ　資本剰余金増加高      

 １．自己株式処分差益 － － － － － －

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

11,139 － 11,139

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 57,237 － 57,237

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間純利益 － － － － － －

Ⅲ　利益剰余金減少高

  １．中間（当期）純損失 467 － 387

２．配当金 478 － 982

３．役員賞与 － － －

４．自己株式処分差損 967 － 962

５．連結子会社増加による
減少高

－ 1,913 － － － 2,332

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

55,324 － 54,904

－ 13 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年3月1日　至平成18年8月31日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年2月28日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

10,265 11,139 54,904 △6,144 70,165

中間連結会計期間中の変動額 － － － － －

　新株の発行 － － － － －

　剰余金の配当 － － △504 － △504

　利益処分による役員賞与 － － △30 － △30

　中間純利益 － － 224 224

　自己株式の処分 － 0 － 9 10

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　（百万円）

－ 0 △310 9 △300

平成18年8月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,140 54,594 △6,134 69,865

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年2月28日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

△212 △928 △1,141 4,975 74,000

中間連結会計期間中の変動額 － － － － －

　新株の発行 － － － － －

　剰余金の配当 － － － － △504

　利益処分による役員賞与 － － － － △30

　中間純利益 － － － － 224

　自己株式の処分 － － － － 10

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△22 △49 △72 227 155

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　（百万円）

△22 △49 △72 227 △144

平成18年8月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

△234 △978 △1,213 5,203 73,855

－ 14 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失(△）

△55 715 1,057

減価償却費 1,602 1,565 3,318

連結調整勘定償却額 68 90 159

持分変動損失 － － 158

貸倒引当金の増減
(△)額

4 16 △150

賞与引当金の増減
（△）額

△9 △130 130

退職給付引当金の減
少額

△75 △113 △180

役員退職慰労引当金
の増減（△）額

33 42 75

受取利息及び受取配
当金

△28 △39 △60

支払利息 70 41 129

持分法による投資損
失

365 313 872

投資有価証券売却損
益

－ 1 －

投資有価証券評価損 5 48 5

関係会社株式売却損 401 － 453

関係会社株式評価損 － － 4

固定資産除売却損益 199 64 391

減損損失 126 57 235

売上債権の増（△）
減額

480 644 △34

たな卸資産の増
（△）減額

258 △190 △1,842

仕入債務の増減
（△）額

16 △389 359

未収入金の増（△）
減額 

34 101 △6

役員賞与の支払額 － △41 －

その他の資産・負債
の増減（△）額

171 △116 505

小計 3,671 2,683 5,582

利息及び配当金の受
取額

26 31 59

利息の支払額 △74 △39 △135

法人税等の支払額 △333 △919 △366

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,290 1,755 5,139

－ 15 －



前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入れに
よる支出

△21 △13 △55

定期預金の払戻しに
よる収入

63 13 93

有形固定資産の取得
による支出

△1,256 △1,330 △2,666

有形固定資産の売却
による収入

8 37 9

無形固定資産の取得
による支出

△155 △248 △335

無形固定資産の売却
による収入 

－ 13 －

固定資産の撤去によ
る支出

△42 △32 △70

投資有価証券の取得
による支出

－ △152 △1,000

投資有価証券の売却
による収入

123 0 －

投資事業組合分配金
による収入

－ 7 123

投資有価証券の満期
償還による収入 

－ 500 400

差入保証金の差入に
よる支出

△234 △402 △499

差入保証金の回収に
よる収入

190 301 414

貸付による支出 △15 △12 △103

貸付金の回収による
収入

102 121 340

投資不動産の取得に
よる支出 

－ △157 －

投資不動産の売却に
よる収入

95 92 369

関係会社株式取得に
よる支出

△2,076 － △2,076

関係会社株式売却に
よる収入

654 － 654

出資による支出 － △100 △500

建設協力金の支出 － △102 －

長期性預金の払戻し
による収入 

1,000 － 1,000

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,564 △1,465 △3,904

Ⅲ　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

36 △167 △383

長期借入金の返済に
よる支出

△840 △2,159 △850

－ 16 －



前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

自己株式の売却によ
る収入

－ 10 92

少数株主からの払込
による収入 

－ － 1,353

配当金の支払額 △480 △497 △1,011

少数株主への配当金
の支払額

－ △64 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,284 △2,878 △799

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

14 △7 40

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減（△）額

456 △2,596 475

Ⅵ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

－ 696 －

Ⅶ　現金及び現金同等物期
首残高

25,542 26,018 25,542

Ⅷ　現金及び現金同等物中
間期末（期末）残高

※１ 25,999 24,117 26,018

－ 17 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　15社

ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブ

ノースアメリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家（股）

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家 

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山 

㈱新杵 

　なお、㈱九州吉野家について

は、平成17年４月７日に議決権

の100％を取得したため、当中間

連結会計期間より連結の範囲に

含めることにいたしました。

(1)連結子会社の数　　16社

ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブ

ノースアメリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家（股）

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家 

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山 

㈱新杵 

㈱はなまる 

　なお、㈱はなまるについては、

平成18年５月19日に議決権の

17.6％を追加取得し議決権の所

有割合が51％となったため、当

中間連結会計期間末より連結の

範囲に含めることにいたしまし

た。

(1)連結子会社の数　　　15社

　 ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブ

ノースアメリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家（股）

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家  

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山 

㈱新杵  

　なお、㈱九州吉野家について

は、当連結会計年度において、

設立し株式を取得したため連結

の範囲に含めることといたしま

した。

(2)主要な非連結子会社名

上海吉野家快餐（有）

㈱石焼ビビンパ

(2)主要な非連結子会社名

上海吉野家快餐（有）

㈱石焼ビビンパ

(2)主要な非連結子会社名

上海吉野家快餐（有）

㈱石焼ビビンパ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰

余金等は、いずれも少額であり、

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の

範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

　　　　 同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも少額であり、

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社の数

２社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

㈱はなまる

 

(1)持分法適用の関連会社の数

１社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

 

(1)持分法適用の関連会社の数

２社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

㈱はなまる

 

(2)持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

(2)持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

(2)持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除

外しております。

（持分法を適用しない理由）

　　　　 同左

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外してお

ります。
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前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

(3)持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用しております。

(3)　　　　　同左 (3)持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につ

いては、各社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社である㈱ポット・アン

ド・ポット、㈱コンスタンツの中間

決算日は５月31日であり、また、㈱

九州吉野家、㈱京樽、㈱上海エクス

プレス、㈱関山、㈱新杵、在外連結

子会社の中間決算日は６月30日であ

ります。中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同日現在の中間財務諸

表を使用しております。

　なお、中間連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合には、連結上

必要な調整を行っております。

　連結子会社である㈱ポット・アン

ド・ポット、㈱コンスタンツの中間

決算日は５月31日であり、また、㈱

九州吉野家、㈱京樽、㈱上海エクス

プレス、㈱はなまる、㈱関山、㈱新

杵、在外連結子会社の中間決算日は

６月30日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たっては、同日現在

の中間財務諸表を使用しております。

　なお、中間連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合には、連結上

必要な調整を行っております。

　連結子会社である㈱ポット・アン

ド・ポット、㈱コンスタンツの決算

日は、11月30日であり、㈱九州吉野

家、㈱京樽、㈱上海エクスプレス、

㈱関山、㈱新杵、在外連結子会社の

決算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成に当っては、同日現

在の財務諸表を使用しております。

　なお、連結決算日との間に重要

な取引が生じた場合には、連結上

必要な調整を行っております。

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

①有価証券

(イ)満期保有目的債券

償却原価法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

(イ)満期保有目的債券

－

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

(イ)満期保有目的債券

同左

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(ロ)その他有価証券

同左

(ロ)その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価方法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

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

　移動平均法による原価法

②たな卸資産

　国内連結会社は主として市場

性のある肉については総平均法

による低価法、それ以外につい

ては総平均法による原価法を採

用しておりますが、貯蔵品につ

いては最終仕入原価法を採用し

ております。

　なお、在外連結子会社は、移

動平均法による低価法を採用し

ております。

②たな卸資産

同左

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有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産及び投資その他の

資産（投資不動産）

定率法

　但し、平成10年４月１日以降

取得の建物につきましては、定

額法を採用しております。

 同左 同左

主な耐用年数

建物及び構築物　　８年～50年

その他（機械装置及び運搬具）

　　　　　　　　　７年～13年

その他（工具、器具及び備品）

　　　　　　　　　５年～６年
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前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

②無形固定資産

定額法

　但し、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。

　なお、在外連結子会社は、定額

法によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①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の

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

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、その資産内容等を

検討し計上しております。

②投資損失引当金

───────

②投資損失引当金

───────

③賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基づき計

上しております。

③賞与引当金

同左

③賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基づき計

上しております。

④退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認め

られる額を計上しております。数

理計算上の差異は、その発生時の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７～10年）による定額法によ

り、発生時の翌連結会計年度より

費用処理しております。過去勤務

債務は、その発生時の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により発生時より費

用処理しております。

④退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認め

られる額を計上しております。数

理計算上の差異は、その発生時の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（７年～10年）による定額法に

より発生時の翌連結会計年度より

費用処理しております。

④退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（７年～10年）による定額法

により発生時の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。過去勤

務債務は、その発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生時よ

り費用処理しております。
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前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

⑤役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

　但し、在外連結子会社は、役員

退職慰労金制度を有しないため計

上しておりません。

⑤役員退職慰労引当金

同左

⑤役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

　但し、在外連結子会社は、役員

退職慰労金制度を有しないため計

上しておりません。

(4）重要な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、中間決

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。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

同左

(4）重要な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、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。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・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。

　但し、在外連結子会社は、所在

地国の会計基準に従った処理を

行っております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で特例処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

金利スワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

借入金変動金利

・ヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避す

るため、金利スワップを行ってお

ります。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性の評価方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについて、有効性の評価を

省略しております。

④ヘッジの有効性の評価方法

同左

④ヘッジの有効性の評価方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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

なっています。

同左 同左
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中間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

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は68,651百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

─────── 　前中間連結会計期間まで独立記載しておりました「関係

会社株式」（当中間連結会計期間末残高３億93百万円）は、

金額的重要性が乏しくなったため、「投資有価証券」に含

めて表示することにいたしました。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
平成17年８月31日

当中間連結会計期間末
平成18年８月31日

前連結会計年度末
平成18年２月28日

※１．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額

※１．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額

※１．有形固定資産及び投資不動産の減価償

却累計額

（百万円）

有形固定資産 32,236

投資その他の資産

（投資不動産）
709

（百万円）

有形固定資産 34,045

投資その他の資産

（投資不動産）
844

（百万円）

有形固定資産 33,235

投資その他の資産

（投資不動産）
828

　２．偶発債務

　次のとおり債務の保証をしております。

　２．偶発債務

　次のとおり債務の保証をしております。

２．偶発債務

　次のとおり債務の保証をしております。

被保証先 保証内容
金額

（百万円）

ＦＣ加盟
者(5社)

金融機関
借入

67

ＦＣ加盟
者(4社)

〃
112

(1,014千USドル)

㈱石焼ビ
ビンパ

〃 78

㈱北海道
吉野家

〃 41

ＦＣ加盟
者(80社)

仕入債務 14

計 － 314

被保証先 保証内容
金額

（百万円）

ＦＣ加盟
者(5社)

金融機関
借入

47

ＦＣ加盟
者(4社)

〃
104

( 902千USドル)

㈱石焼ビ
ビンパ

〃 93

㈱北海道
吉野家

〃 29

ＦＣ加盟
者(61社)

仕入債務 12

計 － 286

被保証先 保証内容
金額

（百万円）

ＦＣ加盟
者(5社)

金融機関
借入

57

ＦＣ加盟
者(4社)

〃
113

(  958千USドル)

㈱石焼ビ
ビンパ

〃 111

㈱北海道
吉野家

〃 35

ＦＣ加盟
者(67社)

仕入債務 10

計 － 327

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額（簿価）

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額（簿価）

※３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額（簿価）

（百万円）

土地 2,189

建物 646

定期預金 31

差入保証金 21

投資不動産 162

計 3,050

（百万円）

土地 2,189

建物 614

定期預金 36

差入保証金 15

投資不動産 160

計 3,016

（百万円）

土地 2,189

建物 629

定期預金 36

差入保証金 15

投資不動産 161

計 3,033

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

（百万円）

未払金（流動負債の

その他）
58

長期未払金（固定負

債のその他）
1,434

（百万円）

未払金（流動負債の

その他）
83

長期未払金（固定負

債のその他）
1,350

（百万円）

未払金 58

長期未払金 1,434

　４．連結子会社ヨシノヤアメリカ・インク

においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と借入コミットメント

契約を締結しております。この契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　４．連結子会社ヨシノヤアメリカ・インク

においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と借入コミットメント

契約を締結しております。この契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　４．連結子会社ヨシノヤアメリカ・インク

においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行と借入コミットメント

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。

（百万円）

借入コミットメント

の総額
1,216

借入実行残高 243

差引額 973

（百万円）

借入コミットメント

の総額
1,267

借入実行残高 11

差引額 1,256

（百万円）

借入コミットメント

の総額
1,298

借入実行残高 11

差引額 1,286
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※１．主要な費用及び金額は、次のとおりで

あります。

※１．主要な費用及び金額は、次のとおりで

あります。

※１．主要な費用及び金額は、次のとおりで

あります。

（百万円）

広告宣伝費 1,494

役員報酬 207

給料手当 4,938

賞与引当金繰入額 916

退職給付費用 343

役員退職慰労引当金

繰入額
41

パート費 10,495

地代家賃 5,890

水道光熱費 1,903

減価償却費 1,437

連結調整勘定償却額 68

（百万円）

広告宣伝費 1,164

役員報酬 221

給料手当 5,122

賞与引当金繰入額 947

退職給付費用 321

役員退職慰労引当金

繰入額
42

パート費 10,977

地代家賃 6,058

水道光熱費 2,081

減価償却費 1,390

連結調整勘定償却額 90

（百万円）

広告宣伝費 2,375

役員報酬 413

給料手当 11,279

賞与引当金繰入額 1,081

退職給付費用 703

役員退職慰労引当金

繰入額
82

パート費 20,824

地代家賃 11,149

水道光熱費 4,017

減価償却費 2,977

連結調整勘定償却額 159

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります

（百万円）

投資その他の資産

（投資不動産）
3

その他 1

計 4

（百万円）

投資その他の資産

（投資不動産）
50

その他 36

計 86

（百万円）

投資その他の資産

（投資不動産）
31

その他 1

計 33

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとお

りであります。

（百万円）

建物及び構築物 142

その他 62

計 204

（百万円）

建物及び構築物 94

その他 56

計 150

（百万円）

建物及び構築物 267

その他 157

計 425
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前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

 ※４．減損損失の内訳は、次のとおりであり

ます。 

 （百万円）

場所  用途  種類 減損損失

当社 

(東京都新

宿区他) 

店舗 建物等 102

㈱京樽 

(東京都中

央区他)   

 店舗 建物等 12

賃貸資産
投資不動産

(土地) 
4

 ㈱ピータパ

ンコモコ 

 (佐賀県佐

賀市他）

 店舗 建物等 6

 計 126

 　当社及び連結子会社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位に基づき、主に店舗を基本

単位としてグルーピングを行っております。営

業損失が継続している店舗及び、帳簿価額に対

し時価が著しく下落している店舗等の帳簿価額

を回収可能額まで減額しております。

 　なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額と使用価値を比較して、主として使用

価値により測定しております。正味売却価額は、

主に不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額等に合

理的な調整を行って算出した金額を使用してお

ります。使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを3.00％～6.78％で割引い

て算出しております。

 ※４．減損損失の内訳は、次のとおりであり

ます。 

  （百万円）

場所  用途  種類 減損損失

当社 

(東京都千

代田区他) 

店舗 建物等 3

㈱京樽 

(東京都中

央区他)   

 店舗 建物等 3

賃貸資産
投資不動産

(土地) 
3

 ㈱ピータパ

ンコモコ 

 (佐賀県佐

賀市他）

 店舗 建物 7

ヨシノヤア

メリカ・イ

ンク

(米国カリ

フォルニア

州) 

 店舗 　建物 39

 計 57

 　当社及び連結子会社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位に基づき、主に店舗を基本

単位としてグルーピングを行っております。営

業損失が継続している店舗及び、帳簿価額に対

し時価が著しく下落している店舗等の帳簿価額

を回収可能額まで減額しております。

 　なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額と使用価値を比較して、主として使用

価値により測定しております。正味売却価額は、

主に不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額等に合

理的な調整を行って算出した金額を使用してお

ります。使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを3.00％～6.04％で割引い

て算出しております。

 ※４．減損損失の内訳は、次のとおりであり

ます。 

  （百万円）

場所  用途  種類 減損損失

当社 

(東京都新

宿区他) 

店舗 建物等 103

㈱京樽 

(東京都中

央区他)   

 店舗等
建物、土地

等 
48

賃貸資産
投資不動産

(土地等) 
36

 遊休不動

産
土地 39

 ㈱ピータパ

ンコモコ 

 (佐賀県佐

賀市他）

 店舗 建物等 6

 ㈱新杵

(東京都中

央区他) 

 店舗 建物等 0

 計 235

  当社及び連結子会社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位に基づき、主に店舗を基本

単位としてグルーピングを行っております。営

業損失が継続している店舗及び、帳簿価額に対

し時価が著しく下落している店舗等の帳簿価額

を回収可能額まで減額しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額と使用価値を比較して、主として使用

価値により測定しております。正味売却価額は、

主に不動産鑑定基準に基づく鑑定評価額などに

合理的な調整を行って算出した金額を使用して

おります。使用価値の算出にあたっては、将来

キャッシュ・フローを3.00％～6.78％で割引い

て算出しております。

 ※５． 

 ──────

 ※５． 

 ──────

 ※５．訴訟和解金は、米国子会社における雇

用に関する係争の和解金であります。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 662,405 － － 662,405

合計 662,405 － － 662,405

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 32,082.2 － 50 32,032.2

合計 32,082.2 － 50 32,032.2

　（注）普通株式の自己株式の株式数の減少50株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年５月26日

定時株主総会
普通株式 504 800  平成18年２月28日  平成18年５月26日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成18年10月６日

取締役会
普通株式 504 利益剰余金 800  平成18年８月31日  平成18年11月10日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 26,231

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
△231

現金及び現金同等物 25,999

（百万円）

現金及び預金勘定 24,361

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
△243

現金及び現金同等物 24,117

（百万円）

現金及び預金勘定 26,264

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金等
△246

現金及び現金同等物 26,018
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①　リース取引

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引に係る注記

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計相当額及び中

間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引に係る注記

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計相当額及び中

間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引に係る注記

借主側

(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

その他

(百万円)

取得価額相当額 1,867

減価償却累計額相当額 1,142

減損損失累計額相当額 17

中間期末残高相当額 708

その他

(百万円)

取得価額相当額 2,459

減価償却累計額相当額 1,406

減損損失累計額相当額 10

中間期末残高相当額 1,045

その他

(百万円)

取得価額相当額 1,685

減価償却累計額相当額 1,160

減損損失累計額相当額 10

期末残高相当額 514

　なお、取得価額相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経過リース料

中間期末残高の割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左 　なお、取得価額相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額  

（百万円） 

１年以内 370

１年超 337

合計 708

リース資産減

損勘定の残高
12

（百万円） 

１年以内 437

１年超 608

合計 1,045

リース資産減

損勘定の残高
6

（百万円）

１年以内 298

１年超 216

合計 514

リース資産減

損勘定の残高
10

　なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は有形固定資産の中間期末残高等に占め

るその割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

同左 　なお、未経過リース料期末残高相当額は

有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

(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、減価償却費相当額及び減損損失

（百万円）

支払リース料 237

リース資産減損勘定の

取崩額

5

減価償却費相当額 232

減損損失 0

（百万円）

支払リース料 176

リース資産減損勘定の

取崩額

3

減価償却費相当額 176

減損損失 0

（百万円）

支払リース料 441

リース資産減損勘定の

取崩額

9

減価償却費相当額 441

減損損失 3

(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

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引に係る注記

１．借主側

未経過リース料

オペレーティング・リース取引に係る注記

１．借主側

未経過リース料

オペレーティング・リース取引に係る注記

１．借主側

未経過リース料

（百万円）

１年以内 654

１年超 3,090

合計 3,745

（百万円）

１年以内 656

１年超 2,838

合計 3,495

（百万円）

１年以内 652

１年超 2,961

合計 3,614

２．貸主側

未経過リース料

２．貸主側

未経過リース料

２．貸主側

未経過リース料

（百万円）

１年以内 15

１年超 48

合計 63

（百万円）

１年以内 11

１年超 38

合計 49

（百万円）

１年以内 15

１年超 40

合計 55
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）（平成17年８月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 19 19 0

合計 19 19 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 1,660 1,173 △486

(2)社債 2 1 △0

(3)その他 299 288 △11

合計 1,962 1,463 △498

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)満期保有目的の債券

非上場債券 400

(2)その他有価証券

非上場株式 581

投資事業有限責任組合 374

（当中間連結会計期間末）（平成18年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 1,682 1,291 △390

(2)社債 502 497 △4

(3)その他 299 285 △14

合計 2,484 2,074 △409
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

非上場株式 445

投資事業有限責任組合 311

（前連結会計年度末）（平成18年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1)株式 1,660 1,308 △352

(2)債権 1,002 1,001 0

(3)その他 299 286 △13

合計 2,962 2,596 △365

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

非上場株式 587

投資事業有限責任組合 348

③　デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

（前中間連結会計期間末）（平成17年８月31日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

（当中間連結会計期間末）（平成18年８月31日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

（前連結会計年度末）（平成18年２月28日現在）

　ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）

牛丼
関連事業
(百万円)

寿司
関連事業
(百万円)

スナック
関連事業
(百万円)

その他
飲食事業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
37,520 16,029 4,679 1,330 492 60,053 － 60,053

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

1 0 20 － 818 841 (841) －

計 37,521 16,030 4,700 1,330 1,310 60,894 (841) 60,053

営業費用 37,021 15,712 4,523 1,404 1,385 60,047 (779) 59,268

営業利益

又は営業損失（△）
500 318 177 △73 △75 846 (62) 784

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、事業組織別及び販売商品等を勘案し、区分しております。

２．各事業区分に属する主要な商品等の名称

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タレ等の食材並びに弁当箱等の包材

及び備品

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司

スナック関連事業
たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体とした各種和風ファーストフード、

和菓子の製造・販売

その他飲食事業 カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸
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当中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

牛丼
関連事業
(百万円)

寿司
関連事業
(百万円)

スナック
関連事業
(百万円)

その他
飲食事業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
39,360 15,942 4,489 1,321 1,133 62,248 － 62,248

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

0 1 18 － 988 1,008 (1,008) －

計 39,360 15,943 4,508 1,321 2,122 63,257 (1,008) 62,248

営業費用 38,752 15,719 4,396 1,339 2,019 62,227 (978) 61,249

営業利益

又は営業損失（△）
607 224 111 △17 103 1,029 (30) 999

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、事業組織別及び販売商品等を勘案し、区分しております。

２．各事業区分に属する主要な商品等の名称

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タレ等の食材並びに弁当箱等の包材

及び備品

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司

スナック関連事業
たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体とした各種和風ファーストフード、

和菓子の製造・販売

その他飲食事業 カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸
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前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

牛丼
関連事業
(百万円)

寿司
関連事業
(百万円)

スナック
関連事業
(百万円)

その他
飲食事業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
76,368 32,713 9,220 2,656 1,427 122,386 － 122,386

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2 39 1 － 1,486 1,529 (1,529) －

計 76,371 32,752 9,221 2,656 2,913 123,916 (1,529) 122,386

営業費用 74,258 32,049 8,977 2,779 3,066 121,131 (1,440) 119,690

営業利益

又は営業損失（△）
2,113 702 244 △122 △152 2,784 (89) 2,695

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分は、事業組織別及び販売商品等を勘案し、区分しております。

２．各事業区分に属する主要な商品等の名称

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タレ等の食材並びに弁当箱等の包材

及び備品

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司

スナック関連事業
たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体とした各種和風ファーストフード、

和菓子の製造・販売

その他飲食事業 カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、前連結会計年度及び当中間連結会計期間における全セグメントの売上高の合計に占め

る「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、前連結会計年度及び当中間連結会計期間における海外売上高が、いずれも連結売上高

の10％未満のため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１株当たり純資産額（円） 109,784 117,162 109,441

１株当たり中間純利益金額

又は１株当たり中間（当

期）純損失金額（△）

（円）

△762 356 △690

 潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載

しておりません。

356 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載

しておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（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。

項目
前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）（百万

円） 

△467 224 △387

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 41

普通株式に係る中間純利益

又は中間（当期）純損失

（△） （百万円） 

△467 224 △428

 期中平均株式数（株） 613,641 630,344 621,776

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額の

算定に含めなかった潜在株

式の概要

　平成12年５月24日及び平成

13年５月24日定時株主総会決

議による自己株式取得方式の

ストックオプション（株式の

数2,720株）の概要は、「新株

予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

 新株予約権付社債１銘柄

 銘柄の名称

第１回無担保転換社債型　

新株予約権付社債

 期首額面総額　　　50億円

 転換価額　

株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通

取引価額に応じて修正され

る。

　なお、上記新株予約権付社

債は、平成17年８月15日付で

全て株式に転換されておりま

す。

 　平成14年５月24日定時株主

総会決議及び平成15年５月22

日定時株主総会決議の新株予

約権２種類（新株予約権の数

2,450個）及び平成13年５月24

日定時株主総会決議による自

己株式取得方式のストックオ

プション（新株予約権の数100

個）の概要は、「新株予約権

等の状況」及び「ストックオ

プション制度の内容」にに記

載のとおりであります。

 　また、第１回無担保転換社

債型新株予約権付社債の概要

は以下のとおりであります。

 新株予約権付社債１銘柄

 銘柄の名称

第１回無担保転換社債型　

新株予約権付社債

 期首額面総額　　　50億円

 転換価額　

株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通

取引価額に応じて修正され

る。
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項目
前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

　なお、上記新株予約権付社

債は、平成17年８月15日付で

全て株式に転換されておりま

す。

 

 （注）社債残高を前連結会計年度末の転換価額（165,000円）で除して得られた最大整数で表示しております。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日

前連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

──────

 

（退職年金制度の移行）

　㈱吉野家ディー・アンド・シーの退

職給付制度は、税制適格退職年金制度

と確定拠出年金制度を採用しておりま

したが、平成18年９月１日をもって、

税制適格退職年金制度を解除し、確定

拠出年金制度へ全て移行しておりま

す。

　なお、本移行に伴い、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用し、

平成19年２月期の損益計算書において、

退職給付引当金戻入益約６億91百万円

を特別利益に計上する見込みでありま

すが、退職給付債務の計算結果等によ

り金額が変動する可能性がありま

す。

　当社は平成18年５月18日開催の取締

役会において㈱はなまるの株式5,755

株を取得することを決議し、同日付け

で譲渡契約を締結いたしました。

　なお、今回の取得により、同社は当

社の持分法適用関連会社から連結子会

社になります。 

 （１）株式取得の概要

 　　　①取得日　　平成18年５月19日

  　　 ②取得株式数　5,755株（取得 

         価額152百万円）

 　　　③取得後の所有株式数　16,680

         株（51.0％）

 （２）取得の目的

 　    経営権の取得

 （３）㈱はなまるの概要

 　　　①代表者　代表取締役社長　

　　　　         前田　英仁

 　　　②資本金　134百万円

 　　　③所在地　東京都中央区銀座３

                 －15－10

 　　　④事業内容　本格的さぬきうど

                   んチェーン「まん

                   まるはなまるうど

                   ん」の直営店舗展

                   展開およびＦＣ店

　　　　　　　　　 舗経営指導

 　　　⑤売上高及び当期純損失

        （平成17年12月期）

　　　　　売上高　　　7,564百万円

 　　　　 当期純損失　　498百万円

 　  　⑥総資産及び純資産

        （平成17年12月31日現在）

 　　　　 総資産　　　2,866百万円

 　　　　 純資産　　　　261百万円
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