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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：有

（内容については、添付資料15ページの「四半期財務・業績の概況作成のための基本となる事項」をご参照下さ

い。）

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：無

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況　　　　　　　　　　　　　（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 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 40,249 28.1 2,650 368.4 2,872 442.9 1,465 458.2

19年２月期第１四半期 31,409 6.7 565 88.6 528 135.6 262 －

（参考）19年２月期 135,519 10.7 3,691 36.9 4,216 93.3 2,096 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円  円

20年２月期第１四半期 2,324  2,323  

19年２月期第１四半期 416  －  

（参考）19年２月期 3,326  3,326  

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率であります。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期における我が国の経済は、企業収益が高水準で推移する中、設備投資や雇用者所得が緩やかな増加を続け

るもとで、個人消費は底堅く推移いたしております。また、この傾向は暫らく継続するものと見られ、景気は緩やかに拡

大していくものと考えられます。しかし、原油高の影響などにより、トウモロコシや小麦を中心に穀物などの国際商品市

況は上昇傾向にあり、物価への影響も出始めております。

　外食産業におきましては、マーケット規模の縮小幅は鈍化傾向にあるものの、下げ止まりを見せず、前年割れは1998年

から連続10年目に達しました。更に店舗数過剰による競争の熾烈化は、市場全体の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。一方、外食産業の企業毎の優勝劣敗が顕著になり、売上高の上位企業による寡

占化が進行しつつあります。その結果、当社グループが属するＪＦ（日本フードサービス協会）に加盟するチェーン企業

では、2005年10月からほぼ毎月度で前年を超過しております。

　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。

　その結果、当第１四半期における連結売上高は402億49百万円、前年同期比28.1％の増加となりました。利益面につきま

しては、営業利益は26億50百万円、前年同期比368.4％の増加、経常利益は28億72百万円、前年同期比442.9％の増加、四

半期純利益は14億65百万円、前年同期比458.2%の増加と大幅な改善となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。

《牛丼関連事業》

　牛丼関連事業につきましては、当第1四半期において国内外合わせて新たに20店舗（うち国内12店舗）を出店する一方で、

不振店10店舗（うち国内６店舗）を閉鎖し、当第１四半期末の店舗数は1,294店舗（うち国内1,017店舗）となり、前年同
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期末より38店舗の増加となりました。

　国内の「吉野家」につきましては、米国産牛肉の調達量を増加させることにより、2006年９月より販売を限定的に再開

した「牛丼」の販売時間を、３月度より、９時間延長（11時から24時までの13時間）いたしました。その結果、売上高は

前年同期に対し30％以上伸長いたしました。更に、牛丼販売が出来なかった３年間、当社を応援してくださった顧客への

感謝の気持ちを込めて、５月には「吉野家の恩返しセール（全商品50円引き）」を実施いたしました。一方、景気の回復

に伴う有効求人倍率の改善は、都心部を中心に人件費の高騰を引き起こす要因となっておりますが、オペレーションの改

善による人時生産性の向上に取り組み、収益構造の維持向上を図ってまいりました。

　海外の「吉野家」につきましては、ヨシノヤアメリカ・グループは、店舗数が前年同期末より１店舗増加し、83店舗と

なりました。また、継続的にセールスプロモーションを実施し、ＱＳＣの改善により顧客満足度が向上したことから既存

店売上高が好調に推移し、増収増益となりました。一方、台湾吉野家につきましては、当第１四半期において新たに２店

舗を出店する一方、不振店を１店舗閉鎖した結果、当第１四半期末の店舗数は43店舗となり、前年同期末より３店舗の増

加となりました。また、店舗オペレーションの向上により客数が増加し、既存店売上高が前年同期を大きく上回りました

ことにより増収増益となりました。

　以上の結果、牛丼関連事業全体の売上高は272億36百万円、前年同期比36.2％の増加、営業利益は27億22百万円、前年同

期比667.4％の増加となりました。

《寿司関連事業》

　寿司関連事業の㈱京樽は、当第１四半期において新たに３店舗を出店する一方、不振店等を６店舗閉鎖した結果、当第

１四半期末の店舗数は404店舗となり、前年同期末より11店舗の減少となりました。売上高につきましては、節分、ひな祭

り等の時節に合わせた商品販売及び旬の食材を用いた季節フェア等の効果的なセールスプロモーションの実施、また、Ｊ

Ｒ駅ビル内店舗を中心に改装を行い既存店舗の活性化に努めてまいりましたが、総店舗数の減少により減収となりました。

利益につきましても、まぐろ等の一部海産品価格の高騰による売上原価の上昇等の影響により減益となりました。

　以上の結果、寿司関連事業の売上高は78億71百万円、前年同期比1.5％の減少、営業利益は20百万円、前年同期比82.1％

の減少となりました。

《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、当第１四半期において新たに、５店舗を出店したことにより

当第１四半期末の店舗数は292店舗となりました。社員教育の強化により店舗オペレーションやサービスレベルの向上を

図ってまいりましたが、既存店売上高が前年同期を下回りました結果、減収減益となりました。和菓子製造販売の㈱新杵

は、店舗数が前年同期末より１店舗減少し、既存店売上高が前年同期を下回ったことにより、減収減益となりました。

　以上の結果、スナック関連事業の売上高は21億61百万円、前年同期比4.3％の減少、営業利益は23百万円、前年同期比

51.7％の減少となりました。

《その他飲食事業》

　その他飲食事業につきましては、前年下期より追加されました㈱はなまるは、当第１四半期において新たに４店舗を出

店する一方、不振店等を５店舗閉鎖した結果、当第１四半期末の店舗数は、186店舗となりました。㈱上海エクスプレスは、

既存店売上高が前年同期を下回りましたことに加えて、人件費の増加などにより、減収減益となりました。おかずの華に

つきましては、当第１四半期において新たに２店舗を出店し、当第１四半期末の店舗数が13店舗となり、前年同期末より

４店舗増加したことにより増収となりましたが、新規出店に伴う費用の増加や人件費の増加により減益となりました。ま

た、㈱千吉も、当第１四半期において新たに１店舗を出店し、当第１四半期末の店舗数が10店舗となり、前年同期末より

２店舗増加したことにより増収となりましたが、人件費の増加などにより減益となりました。

　この結果、その他飲食事業の売上高は27億16百万円、前年同期比310.5％の増加、営業損失は１億23百万円（前年同期営

業損失12百万円）となりました。

《その他の事業》

　その他の事業の主力である㈱MRサービスは、「吉野家」の牛丼販売再開に伴いまして、牛丼関連事業からの受注が増加

したことにより、増収増益となりました。この結果、その他の事業の売上高は９億88百万円、前年同期比8.5％の増加、営

業利益は39百万円、前年同期比214.2％の増加となりました。

－ 2 －



(2）財政状態（連結）の変動状況

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

20年２月期第１四半期 102,644 76,336 69.1 112,422  

19年２月期第１四半期 95,928 68,676 71.6 108,955  

（参考）19年２月期 99,811 75,334 70.1 110,976  

【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

20年２月期第１四半期 4,541 △1,261 △569 28,600

19年２月期第１四半期 237 △875 △2,461 22,916

（参考）19年２月期 5,796 △2,320 △3,605 25,900

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末の財政状態につきましては、総資産1,026億44百万円（前連結会計年度末比28億32百万円増加）、負債の

部合計263億８百万円（前連結会計年度末比18億30百万円増加）となり、純資産の部合計は763億36百万円（前連結会計年

度末比10億２百万円増加）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。

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は286億円となり、前連結会計年度末と比較して27億円の

増加となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、45億41百万円の増加となりました。主な要因は、減価償却費（８億１百万

円）及び賞与引当金の増加額（７億57百万円）等によるものです。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、12億61百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出（９億50百万円）等によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、５億69百万円の減少となりました。主な要因は、配当金の支払額（５億10

百万円）等によるものです。

平成20年２月期の連結業績予想（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 80,600 4,500 1,400

通期 163,000 9,000 3,500

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  5,550 円
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［業績予想に関する定性的情報等］

  当社グループの中核である「吉野家」で使用する米国産牛肉の輸入条件を取り巻く環境は、日本における全頭検査制度

の廃止や国際獣疫事務局（ＯＩＥ）の米国産牛肉の安全性の評価見直しなどにより、現在の「月齢20ヶ月以下、かつ危険

部位の除去」という条件の見直しが為される可能性があります。米国産牛肉の輸入条件の変更は、当社グループの業績に

対し、大きな影響を与える可能性がありますが、当連結会計年度内での輸入条件の変更は、業績予測には織り込んでおり

ません。

　通期の業績予測につきましては当初公表時と同様に、売上高は1,630億円、前年同期比20.3％の増加、経常利益は90億円、

前年同期比113.4％の増加、当期純利益は35億円、前年同期比66.9%の増加と増収増益を見込んでおります。

 

※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５月25日開催の定時株主総会において平成19年10月１日より純粋持株会社への移行を決議しており、通

期の業績予想につきましては持株会社移行後の㈱吉野家ホールディングスの連結業績を表示しております。

以　上

○　添付資料

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

 四半期株主資本等変動計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

四半期財務・業績概況作成のための基本となる事項

セグメント情報

（参考）四半期毎の連結業績の推移
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
平成19年２月28日

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

現金及び預金 23,161 28,694 25,994

受取手形及び売掛金 3,187 4,094 3,864

有価証券  　　　　　　－ 500 501

たな卸資産 5,548 5,625 6,169

その他 2,277 2,336 2,085

貸倒引当金 △16 △45 △28

流動資産合計 34,158 35.6 41,205 40.1 38,586 38.7

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,907 16,793 16,686

土地 9,804 9,830 9,833

その他 2,981 3,330 3,133

有形固定資産合計 28,693 29.9 29,954 29.2 29,653 29.7

無形固定資産

のれん  　　　－ 2,486 2,617

連結調整勘定 680  　　　   －  　　　　－

その他 2,326 1,972 1,958

無形固定資産合計 3,006 3.1 4,459 4.4 4,575 4.6

投資その他の資産

投資有価証券 6,235 2,517 2,676

差入保証金 13,232 13,814 13,727

その他 10,929 11,082 10,953

貸倒引当金 △327 △377 △350

投資損失引当金  　　　      － △11 △11

投資その他の資産合計 30,068 31.4 27,024 26.3 26,995 27.0

固定資産合計 61,769 64.4 61,438 59.9 61,225 61.3

資産合計 95,928 100.0 102,644 100.0 99,811 100.0
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科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
平成19年２月28日

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

支払手形及び買掛金 3,962 5,626 4,969

短期借入金 1,992 2,013 2,090

未払法人税等 359 1,588 1,476

賞与引当金 1,827 1,869 1,112

その他 6,322 7,485 6,933  

流動負債合計 14,464 15.1 18,584 18.1 16,581 16.6

Ⅱ　固定負債

長期借入金 2,006 2,263 2,383

退職給付引当金 2,759 1,983 2,040

役員退職慰労引当金 674 771 750

その他 2,377 2,704 2,721

固定負債合計 7,818 8.1 7,723 7.5 7,895 7.9

負債合計 22,282 23.2 26,308 25.6 24,477 24.5

（少数株主持分）

少数株主持分 4,968 5.2       －        －  　　　      －    －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 10,265 10.7  　        －       －  　　　    － －

Ⅱ　資本剰余金 11,139 11.6 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 54,632 57.0 －      － －    －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 △276 △0.3 －        － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 △939 △1.0 － －  　　　      － －

Ⅵ　自己株式 △6,144 △6.4 －       －  　　　     － －

資本合計 68,676 71.6  　　    － －  　　　      － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

95,928 100.0  　　    －       －  　　　     －    －
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科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
平成19年２月28日

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

資本金 － － 10,265 10.0 10,265 10.3

資本剰余金 － － 11,153 10.9 11,141 11.2

利益剰余金  － － 56,923 55.5 55,962 56.0

自己株式 － － △5,946 △5.8 △6,124 △6.1

株主資本合計 － － 72,395 70.6 71,244 71.4

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差
額金

－ － △475 △0.4 △380 △0.4

為替換算調整勘定 － － △941 △0.9 △901 △0.9

評価・換算差額等合計 － － △1,416 △1.4 △1,281 △1.3

Ⅲ　少数株主持分 5,357 5.2 5,371 5.4

純資産合計 －  － 76,336 74.4 75,334 75.5

負債純資産合計 － － 102,644 100.0 99,811 100.0

－ 7 －



２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

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 31,409 100.0 40,249 100.0 135,519 100.0

Ⅱ　売上原価 11,888 37.9 15,761 39.2 51,724 38.2

売上総利益 19,520 62.1 24,488 60.8 83,795 61.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 18,954 60.3 21,837 54.2 80,103 59.1

営業利益 565 1.8 2,650 6.6 3,691 2.7

Ⅳ　営業外収益 296 0.9 356 0.9 1,396 1.0

受取利息 12 21 76

受取配当金 3 11 129

賃貸収入 147 134 519

物流収入 － 13 61

受取手数料 25 40 127

持分法による投資利益　
　　　　　　　　

－ 1 －

営業補償金 － 82 163

雑収入 107 50 319

Ⅴ　営業外費用 333 1.0 135 0.4 871 0.6

支払利息 21 22 84

賃貸費用 115 93 382

持分法による投資損失 173 － 302

雑損失 22 18 103

経常利益 528 1.7 2,872 7.1 4,216 3.1

Ⅵ　特別利益 51 0.2 25 0.1 1,028 0.8

固定資産売却益 27 15 93

投資有価証券売却益 － － 81

貸倒引当金戻入益 2 － 42

退職給付引当金戻入益 － － 635

評定済資産戻入益 21 9 143

会員権売却益 － － 11

訴訟和解金 － － 20

－ 8 －



科目

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

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 118 0.4 91 0.2 773 0.6

固定資産除売却損 52 45 399

減損損失 － － 160

投資有価証券評価損 － － 43

契約解約損 51 17 106

貸倒引当金繰入額 － 29 －

投資損失引当金繰入額 － － 11

過年度社会保険料 － － 51

 その他 14 － －

税金等調整前四半期（当
期）純利益

462 1.5 2,805 7.0 4,471 3.3

法人税、住民税及び事業
税

241 0.8 1,483 3.7 1,931 1.4

法人税等調整額 △108 △0.3 △195 △0.5 163 0.1

少数株主利益 67 0.2 51 0.2 279 0.3

四半期（当期）純利益 262 0.8 1,465 3.6 2,096 1.5

－ 9 －



３．四半期連結株主資本等変動計算書

（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成19年3月1日　至平成19年5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19年２月28日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

10,265 11,141 55,962 △6,124 71,244

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △504 － △504

四半期純利益 － － 1,465 － 1,465

自己株式の処分 － 12 － 177 189

株主資本以外の項目の四半期連結会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － －

四半期連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（百万円）

－ 12 961 177 1,151

平成19年５月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,153 56,923 △5,946 72,395

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19年２月28日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

△380 △901 △1,281 5,371 75,334

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － － － △504

四半期純利益 － － － － 1,465

自己株式の処分 － － － － 189

株主資本以外の項目の四半期連結会計

期間中の変動額（純額）
△94 △40 △135 △13 △148

四半期連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（百万円）

△94 △40 △135 △13 1,002

平成19年５月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

△475 △941 △1,416 5,357 76,336

－ 10 －



（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年3月1日　至平成19年2月28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

連結会計期間中の変動額      

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
－ － △30 － △30

剰余金の配当 － － △504 － △504

当期純利益 － － 2,096 － 2,096

自己株式の処分 － 1 － 20 21

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計　
　　　　　　（百万円）

－ 1 1,057 20 1,078

平成19年２月28日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,141 55,962 △6,124 71,244

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

連結会計年度中の変動額      

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
－ － － － △30

剰余金の配当 － － － － △504

当期純利益 － － － － 2,096

自己株式の処分 － － － － 21

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
△168 27 △140 395 255

連結会計年度中の変動額合計　
　　　　　　（百万円）

△168 27 △140 395 1,333

平成19年２月28日　残高
　　　 　　　（百万円）

△380 △901 △1,281 5,371 75,334

－ 11 －



４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

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

税金等調整前四半期（当期）純
利益

462 2,805 4,471

減価償却費 767 801 3,354

のれん償却額 － 150 391

連結調整勘定償却額 45 － －

貸倒引当金の増減(△)額 △0 44 △31

賞与引当金の増減(△)額 712 757 △3

退職給付引当金の減少額 △59 △56 △805

役員退職慰労引当金の増加額 20 20 96

役員賞与引当金の増減（△）
額 

－ △43 47

受取利息及び受取配当金 △16 △33 △206

支払利息 21 22 84

持分法による投資損益(△） 173 △1 302

投資有価証券売却損益(△） － － △81

投資有価証券評価損 － － 44

固定資産除売却損益 25 29 306

減損損失 － － 160

売上債権の増（△)減額 323 △230 △31

たな卸資産の増加額 △816 540 △1,401

仕入債務の増減(△)額 △373 660 361

未収入金の増（△）減額 7 87 △47

役員賞与の支払額 △41 － △41

その他の資産・負債の増減額 △249 294 118

小計 1,003 5,850 7,089

利息及び配当金の受取額 11 33 196

利息の支払額 △20 △23 △78

法人税等の支払額 △756 △1,317 △1,410

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

237 4,541 5,796

－ 12 －



区分

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

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 △5 △5 △47

定期預金の払戻しによる収入 5 5 197

有形固定資産の取得による支出 △375 △950 △3,368

有形固定資産の売却による収入 17 11 75

無形固定資産の取得による支出 △146 △96 △283

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 △10 △4 △72

有価証券の償還による収入 － 2 －

投資有価証券の取得による支出 △152 △40 －

投資有価証券の売却による収入 7 1 106

投資事業組合分配金による収
入 

－ － 7

投資有価証券の償還による収
入 

－ － 500

出資による支出 △100 － △100

差入保証金の差入による支出 △268 △156 △599

差入保証金の回収による収入 180 79 511

貸付による支出 △4 △206 △13

貸付金の回収による収入 65 99 217

投資不動産の取得による支出 △157 － △157

投資不動産の売却による収入 67 － 98

連結範囲の変更を伴う関係会社
株式取得による収入 

－ － 543

会員権売却による収入 － － 49

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△875 △1,261 △2,320

－ 13 －



区分

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △256 △77 △765

長期借入金の返済による支出 △1,655 △107 △2,311

長期借入による収入 － － 514

自己株式売却による収入 － 189 21

配当金の支払額 △509 △510 △999

少数株主への配当金の支払額 △40 △64 △64

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△2,461 △569 △3,605

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

△1 △10 11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減（△）
額

△3,101 2,700 △117

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高 26,018 25,900 26,018

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

22,916 28,600 25,900

－ 14 －



５．四半期財務・業績概況作成のための基本となる事項

　当社は、中間連結財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、以下のとおり投資者等の利害関係者の判断を大きく誤ら

ない範囲で、一定の簡便な手続を採用しております。

（簡便な手続の内容）

１．一般債権に対する貸倒引当金は前連結会計年度の貸倒実績率で計算しております。

２．一部の在外子会社において、税金費用の計算に当たっては当連結会計年度末の見積実効税率を乗じて計算してお

ります。

－ 15 －



６．セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期（自平成18年３月１日　至平成18年５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
19,998 7,977 2,258 661 512 31,409 － 31,409

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 9 0 － 398 408 (408) －

計 19,998 7,987 2,258 661 911 31,818 (408) 31,409

営業費用 19,643 7,874 2,210 673 898 31,302 (458) 30,843

営業利益又は営業損

失（△）
354 113 48 △12 12 516 49 565

当第１四半期（自平成19年３月１日　至平成19年５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
27,236 7,870 2,151 2,716 274 40,249 － 40,249

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 0 9 － 714 724 (724) －

計 27,236 7,871 2,161 2,716 988 40,974 (724) 40,249

営業費用 24,514 7,851 2,137 2,839 948 38,291 (693) 37,598

営業利益 2,722 20 23 △123 39 2,682 (31) 2,650

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19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
85,672 32,381 8,767 6,851 1,847 135,519 － 135,519

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 3 36 － 2,330 2,370 (2,370) －

計 85,673 32,384 8,803 6,851 4,177 137,890 (2,370) 135,519

営業費用 82,494 32,020 8,689 6,862 4,048 134,115 (2,286) 131,828

営業利益又は営業損

失（△）
3,178 363 114 △10 129 3,774 (83) 3,691

－ 16 －



（参考）四半期毎の連結業績の推移

平成20年２月期

第１四半期
自 平成19年３月１日
至 平成19年５月31日

第２四半期
自 平成19年６月１日
至 平成19年８月31日

第３四半期
自 平成19年９月１日
至 平成19年11月30日

第４四半期
自 平成19年12月１日
至 平成20年２月29日

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 40,249 － － －

営業利益 2,650 － － －

経常利益 2,872 － － －

四半期純利益 1,465 － － －

１株当たり四半期利益（円） 2,324 － － －

総資産 102,644 － － －

純資産 76,336 － － －

１株当たり純資産（円） 112,422 － － －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,541 － － －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,261 － － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△569 － － －

現金及び現金同等物の増
減（△）額

2,700 － － －

現金及び現金同等物期末
残高

28,600 － － －

－ 17 －



平成19年２月期

第１四半期
自 平成18年３月１日
至 平成18年５月31日

第２四半期
自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日

第３四半期
自 平成18年９月１日
至 平成18年11月30日

第４四半期
自 平成18年12月１日
至 平成19年２月28日

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 31,409 30,838 36,356 36,915

営業利益 565 433 1,008 1,683

経常利益 528 334 1,239 2,113

四半期純利益又は純損失
（△）

262 △37 891 980

１株当たり四半期利益又は純

損失（△）（円）
416 △60 1,414 1,556

総資産 95,928 97,161 98,934 99,811

株主資本 68,676 73,855 74,405 75,334

１株当たり純資産（円） 108,955 108,907 109,536 110,976

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

237 1,415 2,648 1,496

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△875 209 △832 △823

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,461 △416 △524 △202

現金及び現金同等物の増
減（△）額

△3,101 1,201 1,301 480

現金及び現金同等物期末
残高

22,916 24,117 25,419 25,900
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平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年6月29日

上場会社名　株式会社吉野家ディー・アンド・シー （コード番号：9861　東証第１部）

（ＵＲＬ　http://www.yoshinoya-dc.com）  

代　　表　　者　　役職名　代表取締役社長  

氏　名　安部　修仁  

問合せ先責任者　　役職名　常務取締役ＢＳ（ビジネスサポート）本部長  

氏　名　折田　昌行 ＴＥＬ（03）5269－5111（代表）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：有

　一般債権に懸かる貸倒引当金は前事業年度の貸倒実績率で計算しております。

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：無

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績（個別）の進捗状況　　　　　　　　　　　　　（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 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 24,185 40.8 2,531 793.8 2,781 499.2 1,568 321.6

19年２月期第１四半期 17,173 7.6 283 　　　－ 464 373.8 372 　　　－

（参考）19年２月期 73,518 11.8 2,579 75.8 3,433 81.8 2,081 188.4

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円  円

20年２月期第１四半期 2,487  2,487  

19年２月期第１四半期 590   －  

（参考）19年２月期 3,302  3,301  

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率であります。

(2）財政状態（個別）の変動状況

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

20年２月期第１四半期 80,021 69,511 86.9 110,099  

19年２月期第１四半期 74,887 67,230 89.8 106,660  

（参考）19年２月期 76,795 68,352 89.0 108,422  

［参考］

平成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

※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5月25日開催の定時株主総会において平成19年10月1日より純粋持株会社への移行を決議しており、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継承することから記載しておりません。
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１．（要約）四半期貸借対照表

科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期末
平成19年２月28日

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 18,331 23,230 20,608

２．売掛金 1,144 1,722 1,281

３．たな卸資産 4,381 4,445 4,857

４．その他 1,597 1,404 1,214

　貸倒引当金 △11 △7 △6

流動資産合計 25,443 34.0 30,795 38.5 27,955 36.4

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 10,248 10,481 10,347

２．土地 4,722 4,722 4,722

３．その他 2,420 2,425 2,364

有形固定資産合計 17,390 23.2 17,629 22.0 17,434 22.7

(2)無形固定資産 1,344 1.8 1,235 1.5 1,222 1.6

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 2,248 1,959 2,120

２．関係会社株式 10,842 10,882 10,842

３．差入保証金 9,655 9,723 9,644

４．長期貸付金 2,449 2,495 2,297

５．その他 5,929 5,736 5,686

貸倒引当金 △415 △424 △397

投資損失引当金 　　　　 　　－ △11 △11

投資その他の資産合計 30,709 41.0 30,361 38.0 30,183 39.3

固定資産合計 49,444 66.0 49,226 61.5 48,839 63.6

資産合計 74,887 100.0 80,021 100.0 76,795 100.0
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科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期末
平成19年２月28日

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．買掛金 2,190 3,432 2,554

２．未払金 921 1,316 1,082

３．未払法人税等 168 1,390 1,238

４．賞与引当金 1,189 1,201 785

５．その他 1,647 2,119 1,754

流動負債合計 6,117 8.1 9,460 11.8 7,415 9.7

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 561 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

２．役員退職慰労引当金 496 573 545

３．その他 481 475 482

固定負債合計 1,540 2.1 1,049 1.3 1,027 1.3

負債合計 7,657 10.2 10,509 13.1 8,443 11.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 10,265 13.7 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－     　 －

　

Ⅱ　資本剰余金  　　　　 　　　　

    １．資本準備金 11,139 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

資本剰余金合計 11,139 14.9 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－     　 －

　

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 1,740 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

２．任意積立金 49,500 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

３．四半期(当期)未処分利
益

1,007 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

利益剰余金合計 52,247 69.8 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－     　 －

　

Ⅳ　その他有価証券評価差額金
△278 △0.4 　　　　 　　－

    　 －

　
　　　　 　　－     　 －

Ⅴ　自己株式 △6,144 △8.2 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－    　  －

資本合計 67,230 89.8 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－     　 －

　

負債・資本合計 74,887 100.0 　　　　 　　－     　 －

　

　　　　 　　－     　 －
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科目

前第１四半期末
平成18年５月31日

当第１四半期末
平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期末
平成19年２月28日

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 12.8 10,265 13.4

２．資本剰余金       

(1）資本準備金 　　　　 　　－       11,139       11,139      

(2）その他資本剰余金 　　　　 　　－       13       1       

資本剰余金合計 　　　　 　　－     　 －

　
11,153 13.9 11,141 14.5

３．利益剰余金       

(1）利益準備金 　　　　 　　－       1,740       1,740       

(2）その他利益剰余金 　　　　       　　　　       　　　　       

別途積立金 　　　　 　　－       50,500       49,500       

繰越利益剰余金 　　　　 　　－       2,276       2,212       

利益剰余金合計 　　　　 　　－     　 －

　

54,516 68.2 53,452 69.6

４．自己株式 　　　　 　　－     　 －

　

△5,946 △7.4 △6,124 △8.0

株主資本合計 　　　　 　　－     　 －

　

69,989 87.5 68,734 89.5

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差額
金

　　　　 　　－     　 －

　

△477 △0.6 △382 △0.5

評価・換算差額等合計 　　　　 　　－     　 －

　

△477 △0.6 △382 △0.5

純資産合計 　　　　 　　－     　 －

　

69,511 86.9 68,352 89.0

負債純資産合計 　　　　 　　－     　 －

　

80,021 100.0 76,795 100.0
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２．（要約）四半期損益計算書

科目

前第１四半期
自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日

当第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

（参考）平成19年２月期
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

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 17,173 100.0 24,185 100.0 73,518 100.0

Ⅱ　売上原価 6,976 40.6 10,048 41.5 29,541 40.2

売上総利益 10,196 59.4 14,136 58.5 43,977 59.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,913 57.7 11,605 48.0 41,397 56.3

営業利益 283 1.7 2,531 10.5 2,579 3.5

Ⅳ　営業外収益 240 1.4 290 1.2 1,029 1.4

Ⅴ　営業外費用 59 0.4 39 0.2 175 0.2

経常利益 464 2.7 2,781 11.5 3,433 4.7

Ⅵ　特別利益 1 0.0 1 0.0 749 1.0

Ⅶ　特別損失 60 0.3 69 0.3 431 0.6

税引前四半期(当期)純利
益

404 2.4 2,713 11.2 3,751 5.1

法人税、住民税及び事業
税

134 0.8 1,340 5.5 1,475 2.0

法人税等調整額 △102 △0.6 △194 △0.8 194 0.3

四半期(当期)純利益 372 2.2 1,568 6.5 2,081 2.8

前期繰越利益 635 　　　　 　　－ 　　　　 　　－

四半期(当期)未処分利益 1,007 　　　　 　　－ 　　　　 　　－
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３．四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年５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
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19年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 1 1,740 49,500 2,212 △6,124 68,734

四半期会計期間中の変動額

　 剰余金の配当     　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　 △504     　 －　 △504

 　別途積立金の積立     　 －　    　 －　    　 －　    　 －　 1,000 △1,000     　 －　    　 －　

 　四半期純利益     　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　 1,568     　 －　 1,568

 　自己株式の処分     　 －　    　 －　 12     　 －　    　 －　    　 －　 177 189

株主資本以外の項目の四半期会

計中の変動額(純額)
    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　    　 －　

 四半期会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
    　 －　    　 －　 12     　 －　 1,000 64 177 1,254

 平成19年５月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 13 1,740 50,500 2,276 △5,946 69,989

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19年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
△382 △382 68,352

四半期会計期間中の変動額

 　剰余金の配当     　 －　    　 －　 △504

 　別途積立金の積立     　 －　    　 －　    　 －　

 　四半期純利益     　 －　    　 －　 1,568

 　自己株式の処分     　 －　    　 －　 189

株主資本以外の項目の四半期会

計期間中の変動額（純額）
△94 △94 △94

 四半期会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
△94 △94 1,159

 平成19年５月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
△477 △477 69,511
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（参考）平成19年2月期（自平成18年３月１日　至平成19年２月28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
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

　　　　　　　　（百万円）
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

　　　　　　　　（百万円）
    　 －　    　 －　 1     　 －　    　 －　 1,052 20 1,073

 平成19年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
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

　　　　　　　　（百万円）
△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

　　　　　　　　（百万円）
△167 △167 905

 平成19年２月28日　残高

　　　　　　　　（百万円）
△382 △382 68,352
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（参考）四半期毎の業績の推移

平成20年２月期

第１四半期
自 平成19年３月１日
至 平成19年５月31日

第２四半期
自 平成19年６月１日
至 平成19年８月31日

第３四半期
自 平成19年９月１日
至 平成19年11月30日

第４四半期
自 平成19年12月１日
至 平成20年２月29日

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 24,185 － － －

営業利益 2,531 － － －

経常利益 2,781 － － －

四半期純利益 1,568 － － －

１株当たり四半期純利益
（円）

2,487 － － －

総資産 80,021 － － －

純資産 69,511 － － －

１株当たり純資産（円） 110,099 － － －

平成19年２月期

第１四半期
自 平成18年３月１日
至 平成18年５月31日

第２四半期
自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日

第３四半期
自 平成18年９月１日
至 平成18年11月30日

第４四半期
自 平成18年12月１日
至 平成19年２月28日

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 17,173 16,570 19,979 19,794

営業利益 283 167 737 1,391

経常利益 464 245 918 1,804

四半期純利益 372 20 804 883

１株当たり四半期純利益
（円）

590 33 1,276 1,402

総資産 74,887 74,193 75,989 76,795

純資産 67,230 67,302 67,569 68,352

１株当たり純資産（円） 106,660 106,767 107,181 108,422
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