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１．19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （注）金額は百万円未満を切り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 ％

19年２月期 73,518 11.8 2,579 75.8 3,433 81.8

18年２月期 65,773 4.1 1,467 － 1,889 －

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円 円 ％ ％ ％

19年２月期 2,081 188.4 3,302 3,301 3.1 4.5 4.7

18年２月期 721 － 1,128 1,114 1.1 2.5 2.9

（注）①期中平均株式数 19年２月期       630,385株 18年２月期 621,776株

１株当たり当期純利益は発行済株式数から自己株式数を控除した期中平均株式数を用いて算出しております。

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）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

19年２月期 76,795 68,352 89.0 108,422

18年２月期 75,152 67,446 89.7 106,970

（注）①期末発行済株式数 19年２月期         630,427.8株 18年２月期 630,322.8株

②期末自己株式数 19年２月期        31,977.2株 18年２月期 32,082.2株

２．20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 47,500 4,300 1,700

通　期 － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 －　円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期  800  800  1,600 1,008 141.8 1.5

19年２月期  800  800  1,600 1,008 48.5 1.5

20年２月期（予想）  900  －  －    

※　　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。

　なお、平成19年２月28日付けで公表しておりますが、平成19年５月25日開催予定の定時株主総会の決議を前提とし

て平成19年10月１日より純粋持株会社への移行を予定しており、通期の業績予想につきましては、現在の事業の全て

を新設分割する株式会社吉野家へ承継することから記載しておりません。

　また、期末配当についても記載しておりませんが、持株会社移行後の㈱吉野家ホールディングスの１株当たり期末

配当金は1,100円を予定しております。



個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

平成18年２月28日
当事業年度

平成19年２月28日
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   20,195   20,608  413

２　売掛金   1,008   1,281  272

３　有価証券   －   2  2

４　商品   824   872  47

５　製品   34   85  50

６　原材料   2,548   3,846  1,298

７　仕掛品   1   2  1

８　貯蔵品   46   49  2

９　短期貸付金   216   －  △216

10　１年以内回収予定長期
貸付金

  309   254  △54

11　未収入金   249   288  38

12　繰延税金資産   482   495  12

13　その他   178   174  △4

貸倒引当金   △11   △6  4

流動資産合計   26,085 34.7  27,955 36.4 1,870

－ 1 －



  
前事業年度

平成18年２月28日
当事業年度

平成19年２月28日
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産         

(1)有形固定資産         

１　建物  19,711   20,582    

減価償却累計額  9,714 9,997  10,235 10,347  349

２　構築物  1,963   2,043    

減価償却累計額  1,371 591  1,430 613  21

３　機械及び装置  1,917   2,096    

減価償却累計額  1,515 402  1,609 487  84

４　車両運搬具  13   13    

減価償却累計額  12 0  12 0  △0

５　工具、器具及び備品  6,094   6,139    

減価償却累計額  4,800 1,294  4,893 1,245  △48

６　土地   4,722   4,722  0

７　建設仮勘定   277   17  △259

有形固定資産合計   17,286 23.0  17,434 22.7 147

(2)無形固定資産         

１　営業権   215   －  △215

２　のれん   －   173  173

３　借地権   492   492  －

４　商標権   16   16  △0

５　ソフトウエア   629   531  △97

６　電話加入権   2   2  0

７　その他   17   5  △11

無形固定資産合計   1,373 1.8  1,222 1.6 △151

－ 2 －



  
前事業年度

平成18年２月28日
当事業年度

平成19年２月28日
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(3)投資その他の資産         

１　投資有価証券   2,377   2,120  △257

２　関係会社株式   10,690   10,842  152

３　出資金   173   185  11

４　長期貸付金   789   821  32

５　従業員長期貸付金   5   －  △5

６　関係会社長期貸付金   1,657   1,475  △181

７　長期前払費用   2,285   2,244  △40

８　差入保証金   9,528   9,644  116

９　会員権   90   57  △32

10　投資不動産  2,846   3,003    

減価償却累計額  535 2,310  609 2,393  82

11　繰延税金資産   767   675  △91

12　その他   145   129  △16

貸倒引当金   △414   △397  17

投資損失引当金   －   △11  △11

投資その他の資産合
計 

  30,406 40.5  30,183 39.3 △223

固定資産合計   49,067 65.3  48,839 63.6 △227

資産合計   75,152 100.0  76,795 100.0 1,643

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   2,307   2,554  246

２　未払金   731   1,082  351

３　未払法人税等   785   1,238  453

４　未払費用   1,025   1,177  152

５　預り金   242   191  △51

６  賞与引当金   790   785  △4

７　役員賞与引当金   －   47  47

８　未払消費税等   267   276  8

９　その他   58   61  2

流動負債合計   6,208 8.3  7,415 9.7 1,206

－ 3 －



  
前事業年度

平成18年２月28日
当事業年度

平成19年２月28日
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   573   －  △573

２　役員退職慰労引当金   485   545  59

３　預り保証金   437   482  45

固定負債合計   1,497 2.0  1,027 1.3 △469

負債合計   7,705 10.3  8,443 11.0 737

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  10,265 13.7 － －  △10,265

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  11,139   －    

資本剰余金合計   11,139 14.8  － － △11,139

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  1,740   －    

２　任意積立金         

別途積立金  49,500   －    

３　当期未処分利益  1,159   －    

利益剰余金合計   52,400 69.7  － － △52,400

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △214 △0.3  － － 214

Ⅴ　自己株式 ※２  △6,144 △8.2  － － 6,144

資本合計   67,446 89.7  － － △67,446

負債資本合計   75,152 100.0  － － △75,152

         

－ 4 －



  
前事業年度

平成18年２月28日
当事業年度

平成19年２月28日
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※１  － －  10,265 13.4 10,265

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   11,139    

(2）その他資本剰余金  －   1    

資本剰余金合計   － －  11,141 14.5 11,141

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   1,740    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   49,500    

繰越利益剰余金  －   2,212    

利益剰余金合計   － －  53,452 69.6 53,452

４　自己株式 ※２  － －  △6,124 △8.0 △6,124

株主資本合計   － －  68,734 89.5 68,734

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差額金   － －  △382 △0.5 △382

評価・換算差額等合計   － －  △382 △0.5 △382

純資産合計   － －  68,352 89.0 68,352

負債純資産合計   － －  76,795 100.0 76,795

 

－ 5 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高         

１　吉野家事業売上高  65,216   72,953    

２　新業態事業売上高  557 65,773 100.0 565 73,518 100.0 7,745

Ⅱ　売上原価         

(1)吉野家事業売上原価         

１　商品、製品期首たな
卸高

 809   844    

２　当期製品製造原価  5,968   7,129    

３　当期商品仕入高  20,688   22,225    

合計  27,466   30,200    

４　商品、製品期末たな
卸高

 844   942    

吉野家事業売上原価計  26,621   29,257    

(2)新業態事業売上原価         

１　商品、製品期首たな
卸高

 11   14    

２　当期製品製造原価  143   123    

３　当期商品仕入高  166   161    

合計  320   299    

４　商品、製品期末たな
卸高

 14   15    

新業態事業売上原価計  306 26,927 40.9 283 29,541 40.2 2,613

売上総利益   38,845 59.1  43,977 59.8 5,131

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  37,378 56.9  41,397 56.3 4,019

営業利益   1,467 2.2  2,579 3.5 1,112

－ 6 －



  
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  54   61    

２　受取配当金  2   168    

３　投資有価証券運用益  －   103    

４　賃貸収入  237   251    

５　物流収入  53   46    

６　受取手数料  85   98    

７　営業補償金  －   147    

８　雑収入  169 603 0.9 150 1,029 1.4 425

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  2   －    

２　投資有価証券運用損  31   －    

３　賃貸費用  96   105    

４　たな卸資産評価損  7   －    

５　貸倒損失  －   26    

６　雑損失  44 181 0.2 42 175 0.2 △6

経常利益   1,889 2.9  3,433 4.7 1,544

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 0   7    

２　投資有価証券売却益  －   81    

３　関係会社株式売却益  123   －    

４　新株引受権戻入益  25   －    

５　貸倒引当金戻入益  373   9    

６　評定済資産戻入益  －   3    

７　退職給付引当金戻入益  －   635    

８　会員権売却益  － 522 0.8 11 749 1.0 227

         

－ 7 －



  
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失         

１　たな卸資産廃棄損  91   －    

２　固定資産除売却損 ※３ 235   275    

３　減損損失 ※４ 109   3    

４　投資有価証券評価損  5   43    

５　関係会社株式売却損  401   －    

６　出資金評価損  29   －    

７　契約解約損  5   47    

８　投資損失引当金繰入額  －   11    

９　過年度社会保険料  － 877 1.4 49 431 0.6 △446

税引前当期純利益   1,533 2.3  3,751 5.1 2,217

法人税、住民税及び事
業税

 628   1,475    

法人税等調整額  183 812 1.2 194 1,670 2.3 858

当期純利益   721 1.1  2,081 2.8 1,359

前期繰越利益   1,904   －  －

中間配当額   503   －  －

自己株式処分差損   962   －  －

当期未処分利益   1,159   －  －

         

－ 8 －



製造原価明細書

  
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費         

１　期首原材料たな卸高  861   2,548    

２　当期原材料仕入高  6,895   7,405    

合計  7,756   9,954    

３　期末原材料たな卸高  2,548 5,208 85.2 3,846 6,107 84.2 898

Ⅱ　労務費 ※１  457 7.5  470 6.5 13

Ⅲ　経費 ※２  446 7.3  676 9.3 229

当期総製造費用   6,112 100.0  7,254 100.0 1,142

期首仕掛品たな卸高   0   1  0

合計   6,113   7,255  1,142

期末仕掛品たな卸高   1   2  1

当期製品製造原価 ※３  6,111   7,253  1,141

         

（脚注）

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

※１　労務費のうち、賞与引当金繰入額15百万円が含まれ

ています。

※１　労務費のうち、賞与引当金繰入額18百万円が含まれ

ています。

※２　経費のうち主なものは、次のとおりであります。 ※２　経費のうち主なものは、次のとおりであります。

運賃保管料 74百万円

地代家賃 2

水道光熱費 76

消耗品費 62

減価償却費 145

運賃保管料   145百万円

地代家賃 2

水道光熱費 86

消耗品費 86

減価償却費 179

※３　当社の原価計算は、実際原価による工程別総合原価

計算を行っております。

※３　　　　　　　　　 同左

－ 9 －



(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

平成18年５月26日

　　　　　区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,159

Ⅱ　利益処分額    

　1　配当金  504  

  
１株につき

(普通配当 800円)
 

　2　役員賞与  20 524

　　 （監査役賞与） 　  （－）  

Ⅲ　次期繰越利益   635

    

(注)１　平成17年11月10日に503百万円（１株につき800円）の中間配当を実施いたしました。

　　２　日付は株主総会承認日であります。

－ 10 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 （単位：百万円）

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

資本準備金
その他

資本剰余金
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年２月28日　残高 10,265 11,139 － 1,740 49,500 1,159 △6,144 67,661

事業年度中の変動額

平成18年５月定時株主総会におけ
る利益処分による配当

－ － － － － △504 － △504

平成18年５月定時株主総会におけ
る利益処分による役員賞与

－ － － － － △20 － △20

剰余金の配当 － － － － － △504 － △504

当期純利益 － － － － － 2,081 － 2,081

自己株式の処分 － － 1 － － － 20 21

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 1 － － 1,052 20 1,073

平成19年２月28日　残高 10,265 11,139 1 1,740 49,500 2,212 △6,124 68,734

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日　残高 △214 △214 67,446

事業年度中の変動額

平成18年５月定時株主総会におけ
る利益処分による配当

－ － △504

平成18年５月定時株主総会におけ
る利益処分による役員賞与

－ － △20

剰余金の配当 － － △504

当期純利益 － － 2,081

自己株式の処分 － － 21

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△167 △167 △167

事業年度中の変動額合計 △167 △167 905

平成19年２月28日　残高 △382 △382 68,352
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重要な会計方針

項　　目
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)満期保有目的債券

償却原価法

(1)満期保有目的債券

───────

 (2)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3)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

(3)その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は、全部純

資産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…同左

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1)商品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

（上記以外）

総平均法による原価法

(1)商品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

同左

 (2)製品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

（上記以外）

総平均法による原価法

(2)製品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

同左

 (3)原材料

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

（上記以外）

総平均法による原価法

(3)原材料

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

同左

 (4)仕掛品

（市場相場のある肉）

総平均法による低価法

（上記以外）

総平均法による原価法

(4)仕掛品

（市場相場のある肉）

同左

（上記以外）

同左

 (5)貯蔵品

最終仕入原価法

(5)貯蔵品

同左
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項　　目
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

４　固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法

ただし、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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1)有形固定資産及び投資不動産

　　　　　　同左

 

 

 建物 ８年～50年

機械及び装置 ７年～13年

工具、器具及び備品 ５年～６年

  

  

  

 (2)無形固定資産

定額法

なお、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。

(2)無形固定資産

同左

なお、のれんについては５年間均等償

却によっております。また、自社利用

のソフトウエアについては、社内利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

５　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒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。

(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

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。

(3）賞与引当金

同左

 (4)　役員賞与引当金 

────────── 

(4)　役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。

(会計方針の変更）

当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準委員会　平成

17年11月29日企業会計基準第４号)を

適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に

比べ販売費及び一般管理費が47百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が同額減少しております。
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項　　目
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

 (5）退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、

当事業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（10年）による定額法により、

発生事業年度の翌事業年度より費用処

理しております。

(5）退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、

当事業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（10年）による定額法により、

発生事業年度の翌事業年度より費用処

理しております。

(追加情報)

当社の退職給付制度は、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、

当事業年度において、退職給付引当金

戻入益６億35百万円を特別利益に計上

しております。

 (6）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(6）役員退職慰労引当金

同左

６　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。

同左

７　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建の金銭債権債務は、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。

同左

８　その他の財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理方法

　　　　　　同左
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表示方法の変更

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

──────

 

前事業年度において、無形固定資産の「営業権」として表

示されていたものは、財務諸表規則の改正により、当事業

年度から「のれん」と表示しております。

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19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)

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）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、683億78百万円

であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、会社計算規則（平成18年２月７日　法務省令第13

号）により作成しております。
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（貸借対照表関係）

前事業年度
平成18年２月28日

当事業年度
平成19年２月28日

※１　会社が発行する株式の種類

　　及び総数

普通株式 1,600,000株

発行済株式の種類及び総数 普通株式 662,405株

※２　自己株式の種類及び数 普通株式 32,082.2株

※１　会社が発行する株式の種類

　　及び総数

普通株式 1,600,000株

発行済株式の種類及び総数 普通株式   662,405株

※２　自己株式の種類及び数 普通株式  31,977.2株

　３　偶発債務 　３　偶発債務

次のとおり債務の保証をしております。 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  57

㈱石焼ビビンパ 〃  111

㈱沖縄吉野家 〃  28

㈱北海道吉野家 〃  35

㈱上海エクスプレ
ス

リース債務  2

台湾吉野家(股) 金融機関借入
 208

(58百万NTドル)

ヨシノヤウエス
ト・インク

〃
 267

( 2百万USドル)

ＦＣ加盟者(67社) 仕入債務  10

計 － 721

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 37 

㈱石焼ビビンパ 〃 166 

㈱沖縄吉野家 〃 11 

㈱北海道吉野家 〃 24 

㈱ＭＲサービス 〃 200 

㈱はなまる リース債務 23 

台湾吉野家(股) 金融機関借入
398 

(110百万NTドル)

ヨシノヤウエス
ト・インク

〃
490 

( 4百万USドル)

ＦＣ加盟者(42社) 仕入債務 4 

計 － 1,356 
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（損益計算書関係）

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は、70.5％で
あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
29.5％であります。主要な費目及び金額は、次のとお
りであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は、72.2 ％
であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
27.8％であります。主要な費目及び金額は、次のとお
りであります。

広告宣伝費 1,663百万円

消耗品費 819

役員報酬 197

給料手当 4,956

賞与引当金繰入額 774

退職給付費用 267

運賃保管料 1,739

役員退職慰労引当金繰入額 45

パート費 10,934

地代家賃 5,927

水道光熱費 2,247

減価償却費 1,903

広告宣伝費     2,060 百万円

消耗品費 1.119 

役員報酬 235 

給料手当     5,141 

役員賞与引当金繰入額 47 

賞与引当金繰入額 767 

退職給付費用 250 

運賃保管料     1,839 

役員退職慰労引当金繰入額 59 

パート費      12,456 

地代家賃    6,215 

水道光熱費     2,507 

減価償却費     1,802 

※２　　　　──────────── ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 6百万円

その他  1

計 7

※３　固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 140百万円

構築物   12

機械及び装置  0

工具、器具及び備品 23

撤去費用他 57

計 235

※３　固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物    195百万円

構築物   7

機械及び装置  0

工具、器具及び備品  29

撤去費用他  41

計 275

※４　減損損失 ※４　減損損失

　当事業年度において当社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。

　当事業年度において当社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。

用途 種類 減損損失（百万円）

店舗　　　
(９店)

建物、構築物、工
具、器具及び備品

 109 

 計 109 

用途 種類 減損損失（百万円）

店舗　　　
(２店)

建物、工具、器具
及び備品

 3 

 計 3 

　当社は、減損会計の適用にあたり、主に店舗をキャッ
シュフローを生み出す最小単位としてグルーピングしてお
りますが、工場、配送センター、営業管理等特定の店舗に
関連付けられない資産については、関連する事業部の共有
資産として、本社、寮及び福利厚生施設等については、全
社資産としてグルーピングしております。

　当社は、減損会計の適用にあたり、主に店舗をキャッ
シュフローを生み出す最小単位としてグルーピングしてお
りますが、工場、配送センター、営業管理等特定の店舗に
関連付けられない資産については、関連する事業部の共有
資産として、本社、寮及び福利厚生施設等については、全
社資産としてグルーピングしております。

　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6.78％で割引いて算出しております。

　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6.04％で割引いて算出しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　(注) 32,082.2 － 105 31,977.2

合計 32,082.2 － 105 31,977.2

 (注）普通株式の自己株式の株式数の減少105株は、ストック・オプション(新株予約権）の権利行使による減少

 　　であります。

①　リース取引

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19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

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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

   （単位　百万円）

 車両運搬具  
工具、器具

及び備品
 合計

取得価額相

当額
79  1,099  1,178

減価償却累

計額相当額
61  731  792

期末残高相

当額
17  367  385

   （単位　百万円）

 車両運搬具  
工具、器具

及び備品
 合計

取得価額相

当額
41  772  814

減価償却累

計額相当額
20  567  587

期末残高相

当額
21  205  226

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。

同左

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年以内 231百万円

１年超 153

合計 385

１年以内    138百万円

１年超 88

合計 226

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

み法によっております。

同左

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 339百万円

減価償却費相当額 339百万円

支払リース料   244百万円

減価償却費相当額    244百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左
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②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 1,783 5,967 4,183 1,783 4,212 2,428

③　税効果会計

前事業年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）   

（流動資産）   

未払事業税 95百万円

賞与引当金損金不算入額 320 

その他 66 

繰延税金資産（流動）計 482 

（固定資産）   

貸倒引当金損金算入限度超

過額
138

 

退職給付引当金損金不算入

額
232

 

役員退職慰労引当金損金不

算入額
196

 

投資有価証券評価損否認額 226 

減損損失損金不算入額 810 

子会社株式評価損否認額 790 

会員権評価損否認額 251 

その他有価証券評価差額金 146 

その他 122 

繰延税金資産（固定）小計 2,917 

評価性引当額 △2,149 

繰延税金資産（固定）合計 767 

（繰延税金資産の合計） 1,250 

（繰延税金資産）   

（流動資産）   

未払事業税 105百万円

賞与引当金損金不算入額 318 

その他 71 

繰延税金資産（流動）計 495 

（固定資産）   

貸倒引当金損金算入限度超

過額
152

 

役員退職慰労引当金損金不

算入額
221

 

投資有価証券評価損否認額 50 

減損損失損金不算入額 799 

子会社株式評価損否認額 790 

会員権評価損否認額 242 

その他有価証券評価差額金 262 

その他 131 

繰延税金資産（固定）小計 2,651 

評価性引当額 △1,975 

繰延税金資産（固定）合計 675 

（繰延税金資産の合計） 1,170 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

評価性引当額 △5.2 

交際費等永久に損金に算入されない項

目
7.2

 

住民税均等割等 12.4 

その他 △2.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
53.0

 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

評価性引当額 △4.6 

交際費等永久に損金に算入されない項

目
4.3

 

住民税均等割等 5.2 

その他 △0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
44.5
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

１株当たり純資産額（円） 106,970 108,422

１株当たり当期純利益金額（円） 1,128 3,302

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額（円） 

　　　　　　　　　　1,114 　　　　　　　　　　3,301

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前事業年度

自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 721 2,081

普通株主に帰属しない金額（百万円） 20 －

（うち利益処分による役員賞与金） (20) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 701 2,081

期中平均株式数（株） 621,776 630,385

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－)

普通株式増加数（株） 7,916 48

（うち転換社債） (7,916) (－)

（うち新株予約権） (－) (48)

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の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権４種類（新株予約権の

数4,170個）

───────

　（注）社債残高を期末の転換価額（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）

前事業年度
  自　平成17年３月１日
  至　平成18年２月28日

当事業年度
  自　平成18年３月１日
  至　平成19年２月28日

　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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役員の異動
（1）新任取締役候補（平成19年５月25日定時株主総会後就任予定）

取締役  田中　常泰  ［現　㈱京樽　代表取締役社長］

取締役  千葉　尚登  ［現　伊藤忠商事㈱　生鮮・食材部門長］

　※千葉氏は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役候補であります。

（2）新任監査役候補（平成19年５月25日定時株主総会後就任予定）

非常勤監査役  松本　耕一  ［現　伊藤忠商事㈱　食料事業・リスクマネジメント部長］

　※松本氏は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役候補であります。

（3）退任予定取締役（平成19年５月25日付）

取締役  能登　章友

（4）退任予定監査役（平成19年５月25日付）

非常勤監査役  栢沼　康夫
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