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１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 155,779 14.9 6,222 68.6 7,372 74.8 186 △91.1

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 円 ％ ％ ％

20年２月期 296 296 0.3 7.3 4.0

19年２月期 3,326 3,326 3.0 4.3 2.7

（参考）持分法投資損益 20年２月期 25百万円 19年２月期 △302百万円

(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

20年２月期 100,856 75,094 69.0 110,173

19年２月期 99,811 75,334 70.1 110,976

（参考）自己資本 20年２月期 69,558百万円 19年２月期 69,962百万円

(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

20年２月期 8,749 △9,318 △1,606 23,691

19年２月期 5,796 △2,320 △3,605 25,900

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率（連
結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円  円  円  百万円 ％ ％

19年２月期 800  800  1,600  1,008 48.1 1.5

20年２月期 900  1,100  2,000  1,262 675.7 1.8

21年２月期（予想） 1,000  1,000  2,000  － 50.5 －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円

中間期 84,200 8.1 2,500 △42.3 2,700 △42.9 800 △27.9 1,267

通期 174,500 12.0 7,100 14.1 7,600 3.1 2,500 － 3,960

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月期 662,405株 19年２月期 662,405株

②　期末自己株式数 20年２月期 31,045株 19年２月期 31,977株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 53,348 △27.4 4,106 59.2 4,729 37.7 △2,075 －

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
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円  円  

20年２月期 △3,289  －  

19年２月期 3,302  3,301  

(2）個別財政状態

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  

20年２月期 67,828 65,804 97.0 104,227  

19年２月期 76,795 68,352 89.0 108,422  

（参考）自己資本 20年２月期 65,777百万円 19年２月期 68,734百万円

㈱吉野家ホールディングス （9861） 平成 20 年２月期決算短信
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

　当連結会計年度における外食業界を取り巻く環境は、企業部門は堅調に推移するものの、個人所得の伸び悩みや、経

済全体が及ぼす先行きへの不安感に加えて、食料品などの生活必需品の価格上昇によって個人消費は低迷を続けており

ます。また、相次いで起きた食品の偽装問題などから食そのものへの「安全・安心」に対する消費者の目は一層厳しさ

を増しております。一方、原油価格の高騰や穀物価格の上昇などによる原材料費の上昇、労働人口の減少がもたらす人

件費の高騰などは業界全体に多大な影響を及ぼし、生き残りをかけた競争は益々熾烈化しています。

　このような厳しい経営環境下ではありますが、グループ企業価値の最大化を図るため、平成19年3月から、新たに策

定した「For the People　～すべては人々のために～」というグループ経営理念を掲げております。また、グループ各

社が「世界中の人々にとってかけがえのない存在になること」というビジョンを実現するため、平成19年10月から、吉

野家ホールディングスを中心とした連結経営体制を始動いたしました。併せて、中期経営計画 「The Next Stage 

2010」（平成19年度～平成22年度）を策定し、最終年度（平成22年度）における連結売上高2,100億円、連結経常利益

220億円の達成を目指してグループ一丸となって取組んでおります。

　以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は1,557億79百万円（前年同期比14.9％、202億59百万円の増加）、

営業利益は62億22百万円（同68.6％、25億31百万円の増加）、経常利益は73億72百万円（同74.8％、31億55百万円の増

加）、当期純利益は１億86百万円（同▲91.1％、19億10百万円の減少）と増収となりましたが、減損損失などの影響に

より減益となりました。

 事業のセグメント別の概況は次の通りです。

 【牛丼関連事業】

　まず、国内の吉野家事業におきましては、平成15年12月から始まった米国産牛肉の輸入禁止措置は、平成18年7月に

31ヶ月ぶりに部分的な解禁がなされたものの、未だその輸入量は限定的であり、相場価格も高止まっています。しかし

ながら、お客様からの支持に応えて平成19年3月からは11時から24時まで牛丼販売時間を延長し、平成20年3月からは24

時間販売を復活させております。9月には牛丼復活1周年を記念しまして『大感謝祭』を実施、12月には『歳末牛丼祭』

と銘打って牛丼関連商品の50円引きセールを行うなど、積極的な販促活動を行ってまいりました。牛丼販売休止中に開

発された「豚丼」「豚生姜焼定食」「牛すき鍋定食」などの新商品は、商品の品質を磨き上げながら、定番商品として

お客様からの支持を得ています。店舗展開につきましては、48店舗の出店をし、不振店23店舗を閉鎖した結果、総店舗

数は1,036店舗となりました。牛丼の販売時間の延長や商品・サービス品質の改善、積極的な販促活動などにより既存店

売上高が前年を上回った結果、増収増益となりました。

　一方、海外の吉野家事業におきましては、米国で吉野家を展開しておりますヨシノヤアメリカ・グループの、カリフォ

ルニア州をメインとして直営店舗を展開しているヨシノヤウエスト社は、既存店売上高が前年を上回るなど好調に推移

しております。店舗展開につきましては、当期における出店はなく、不振店を1店舗閉鎖しています。全米でのフラン

チャイズ展開を行っているヨシノヤフランチャイズオブノースアメリカ社は、新たにラスベガス地区2号店を開店するな

ど2店舗の出店を行い、全米での本格的なフランチャイズ展開に向けて取組んでおります。こうした結果、米国での総店

舗数は84店舗となりました。台湾吉野家は、台北・台中・高雄の3地区に集中した出店戦略を基に新たに5店舗の出店を

行い、不振店１店舗を閉鎖した結果46店舗となっています。その他のエリアにおきましても、積極的な店舗展開を図り、

全体で28店舗の出店を行い、5店舗を閉鎖しています。これにより、海外の吉野家の総店舗数は301店舗となり、国内外

を合わせた吉野家の当連結会計年度末における総店舗数は1,337店舗となりました。

　以上の結果、当連結会計年度における牛丼関連事業全体の売上高は1,010億53百万円（前年同期比18.0％、153億80百

万円の増加）、営業利益は69億78百万円（同119.6％、38億円の増加）となりました。

 【寿司関連事業】

　寿司関連事業におきましては、（株）京樽が時節に合わせた商品の開発や、各業態の特徴に合わせた旬の食材を活か

した季節フェアを実施するなど、積極的な販促活動を行う一方、店舗の改装や業態転換を行い、既存店の活性化を図り

ました。店舗展開につきましては、14店舗を出店し、不振店を22店舗閉鎖した結果、総店舗数は396店舗となりました。

テイクアウト業態におきましては、既存店売上高が前年を上回ったものの、イートイン業態では前年を若干下回り、総

店舗数が減少した結果、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317億27百万円（前年同期比▲2.0％、6億56百万円の減少）、営業利益は2億16

百万円（同▲40.4％、1億46百万円の減少）となりました。

 【スナック関連事業】

　スナック関連事業におきましては、（株）ピーターパンコモコは、店舗オペレーションの強化やサービスレベルの向

上を図りました。また、新業態として惣菜風たい焼きをメインとした「えびす鯛」を開発し、3店舗の出店を行いました。
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商品開発としましては、「たい焼黒糖小倉」「たい焼ミルクチョコ」等を導入するなど、積極的に取組んでまいりまし

た。店舗展開につきましては、13店舗出店し、不振店を28店舗閉鎖した結果、総店舗数は272店となりました。和菓子製

造販売の（株）新杵は新たに「焼大福」の専門店等を出店するなど、既存店の改装と併せて活性化を図りました。これ

らの新業態を含む5店舗の出店と不振店５店舗の閉鎖の結果、総店舗数は29店舗となりました。スナック関連事業の総店

舗数は301店舗となり、新業態・新商品の導入を積極的に行いましたが、減収減益となりました。

　以上の結果スナック関連事業全体での売上高は、81億70百万円（前年同期比▲7.2％、6億33百万円の減少）、営業利

益は17百万円（同▲84.7％、97百万円の減少）となりました。

 【その他飲食事業】

　その他飲食事業におきましては、セルフ方式の讃岐うどんチェーン店を展開する（株）はなまるは、「徹底的なQSCへ

のこだわり」を追求して“はなまるスタイル”の確立を進め、既存店売上高が前年を上回るなど順調に推移しておりま

す。また、「はなまるうどん」業態に加え、新たに低投資型モデルの「なんたまや～」業態を開発するなど積極的な出

店を行い、30店舗の出店を行い、不振店8店舗を閉鎖した結果、総店舗数は209店舗となりました。総店舗数が増加した

こととQSCの向上による既存店売上高の順調な推移により増収増益となりました。中華・洋食料理の宅配サービス事業を

展開する（株）上海エクスプレスは、お客様の認知度向上の施策や、販売促進を積極的に行って、既存店売上高の回復

に取組んでまいりました。店舗展開につきましては、１店舗の出店を行いましたが、不振店５店舗を閉鎖した結果、総

店舗数は24店舗となっています。総店舗数が減少したことに加え、既存店売上高が前年を下回った結果、減収減益となっ

ています。カレーうどんの専門店を展開する（株）千吉は、新商品として「赤カレーうどん」、季節商品として「カレー

もつ鍋うどん」等を導入するなど、既存店の売上高向上に取組んでまいりました。店舗展開につきましては、低投資タ

イプの「名代千吉」等を4店舗出店し、総店舗数は13店舗となりました。店舗数の増加によって売上高は前年を上回りま

したが、原価および経費の上昇により減益となりました。惣菜・弁当事業を展開している「おかずの華」は、惣菜新商

品として「照り焼き豆腐ハンバーグ」等を導入、お客様から好評をいただき定番商品化しました。店舗展開は、7店舗出

店を行い、総店舗数は18店舗になりました。東京都城東地区、神奈川県に出店した7店舗が好調に推移したこともあって、

売上高は前年を大きく上回りましたが、出店経費の回収には至らず、減益となりました。平成19年10月1日に「ラーメン

一番本部」より事業を譲り受け、ラーメンのチェーン店を展開する（株）アール・ワンは、新たなブランドとして「中

華そば一番」「五条弁慶」を開発し既存業態からの転換を順次行っております。店舗展開につきましては、1店舗出店を

行い、不振店10店舗を閉鎖した結果、総店舗数は112店舗となっています。事業の譲り受け以降、既存店売上高向上の

様々な施策を行っています。

　以上の結果、その他飲食事業の売上高は133億75百万円（前年同期比95.2％、65億23百万円の増加）、営業損失は9億

11百万円（前年同期と比べ9億円の減少）となりました。

  【その他の事業】

　その他の事業におきましては、主力である（株）MRサービスは、牛丼関連事業からの受注が増加したことによって増

収となりました。また、全社的な収益性の改善への取組みの結果、増益となりました。

以上の結果、その他の事業の売上高は46億9百万円（前年同期比10.3％、4億31百万増加）営業利益1億56百万円（同

20.4％、26百万円増加）となりました。

（２）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産1,008億56百万円（前年同期10億44百万円増加）、負債の部合

計257億62百万円（前年同期12億84百万円増加）となり、純資産の部合計は750億94百万円（前年同期２億39百万円減

少）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。

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は期首残高より22億８百万円減少し、236

億91百万円となりました。

  ①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加（９億91百万円）及び役員退職慰

労引当金の減少（５億63百万円）などの減少要因があった一方で、減価償却費（37億97百万円）及び減損損失（23億23

百万円）などにより、87億49百万円となりました。前連結会計年度と比べ29億52百万円増加となりましたが、これは主

に、前連結会計年度と比べて特別損失が34億47百万円増加したことによるものであります。

　②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入（11億15百万円）及

び投資有価証券の償還による収入（５億２百万円）などの増加要因があった一方で、有形・無形固定資産の取得による

支出（77億70百万円）、投資有価証券の取得による支出（23億55百万円）、差入保証金の差入れによる支出（９億26百

万円）などにより、93億18百万円の減少となりました。この結果、前連結会計年度と比べて69億98百万円の減少となり

ました。
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③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入（４億円）などの増加要因

があった一方で、配当金の支払（10億74百万円）及び長期借入金の返済による支出（９億16百万円）の減少要因があっ

たことなどにより、16億６百万円の減少となりました。前連結会計年度と比べて19億98百万円の増加となりました。

 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17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期

自己資本比率 66.7％ 70.3％ 70.1％ 69.0％ 

時価ベースの自己資本比率 106.2％ 119.5％ 125.1％ 109.5％ 

債務償還年数 － 1.1年 0.8年 0.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 36.1倍 74.0倍 96.9倍 

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．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。

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 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。

 当期の1株当たり期末配当金に関しましては、1,100円を予定しており、中間期での配当と併せて年間2,000円の配当

を予定しております。また、次期の配当につきましては、中間期1,000円、期末1,000円の年間2,000円を予定しており

ます。

（４）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決算短信提出日（平成20年4月15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
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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

　米国産牛肉の輸入禁止措置は、2006年7月に「20ヶ月齢未満でかつSRM（特定危険部位）を除去した牛肉」という限定

で解除されましたが、その調達量は限定的で、引き続き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ており

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60％は海外から輸入しており、特に米国産牛肉の輸入に関

してはドル建てでの取引を行っており、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20年2月

期末時点で総額144億35百万円）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、金融商品取引法、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、安全な商品をお客様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。また、相次ぐ食品偽装の問題などにより消費者の食に対する目は一層厳しさを増しており、今後法的規制が変化

した場合には、当社グループにおいてもその対応のために費用負担が生じる可能性があります。

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。

⑧減損リスクについて

　当社グループは平成20年2月期におきまして23億23百万円の減損損失を計上しておりますが、将来的にも地価の動向

や子会社の収益状況によって、更なる減損損失が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 

ス ナ ッ ク 関 連 事 業 

※１㈱ピーターパンコモコ 
※１㈱新杵 

商品 

一    般    顧    客 

牛 丼 関 連 事 業 

※１㈱吉野家 
※１㈱九州吉野家 
※１㈱四国吉野家 
※１㈱沖縄吉野家 
※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㈱千吉 
※１㈱はなまる 
※１㈱上海エクスプレス 
※１㈱アールワン 
※２㈱どん 
※２㈱牛繁ドリームシステム 
※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 

 ※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 

※１㈱ＭＲサービス 
※１㈱コンスタンツ 
※３子会社３社 

そ の 他 の 事 業 
不動産の賃貸借等 

施設設備工事等 

そ    の    他 

※５伊藤忠商事㈱ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは新たな経営理念として「For the People　～すべては人々のために～」を掲げ、国や地域を越えた

世界中の人々に企業活動を行います。「人」のためを考え、「人」を大切にし、「人」に必要とされる存在であるた

めに、世界に向けて更なる成長を図ってまいります。

　その上で、株主視点での経営を実践していくことが引き続き重要であると考えており、グループの成長と経営の効

率化を推進し、利益体質の更なる強化を図り、グループ企業価値の向上に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

当社のグループの2010年度までの中期４カ年計画「The Next Stage 2010」の最終年度（平成22年度）における連結経

営目標は、以下のとおりであります。

○売上高  　2,100億円

○経常利益    220億円

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループとしましては、平成19年3月より開始しました中期経営計画「The Next Stage 2010」の必達を目標に、

純粋持株会社となりました当社が、成長ポテンシャルの高い事業へグループ経営資源を集中させることや当社の理念

と志を同じくする企業との積極的なＭ＆Ａへの取組みによる業容の拡大を図っております。また、連結経営体として

のシナジーを最大限に発揮し、競争力や効率性を一層高めてグループ企業価値の最大化を図ってまいります。各事業

会社は、それぞれがその事業におけるトップブランドになることを目指しながら、各社の中期計画の達成に向けて取

組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当期における外食業界を取り巻く環境は、企業部門は堅調に推移するものの、個人所得の伸び悩みや、経済全体が

及ぼす先行きへの不安感に加えて、食料品などの生活必需品の価格上昇によって個人消費は低迷を続けております。

一方、原油の高騰や穀物価格の上昇などによる原材料費の上昇、労働人口の減少がもたらす人件費の高騰などは業界

全体に多大な影響を及ぼし、生き残りをかけた競争は益々熾烈化しています。また、外食を始めとして食にたずさわ

る業界においては、相次ぐ食品の偽装問題などからこれまで以上に「食の安全の確保」・「品質管理の徹底」が求め

られるなど、企業の社会的責任は一層高まっております。

　このような状況の中、当社グループはグループ全体の内部統制を整備するとともに、コンプライアンス体制の強化

を図ってまいります。また、「世界中の人々にとってかけがえの無い存在になること」というビジョンを達成するた

めに、徹底した品質管理やホスピタリティ精神あふれるサービスの向上に努め、お客様からの信頼感や満足を向上さ

せ続けてまいります。セグメント別では、国内の吉野家におきましては、出店を再加速するとともに新たな業態や新

商品の開発を促進することで更なる飛躍を目指します。また、投資コストの低減に向けた取組みや業務の効率化によっ

て収益構造の向上に引き続き取組んでまいります。海外の吉野家に関しましては、市場の拡大が見込まれる中国と米

国に経営資源を集中することによって、更なる拡大を図ってまいります。北京オリンピック、上海万博を控えて2桁成

長が続く中国に関しましては、沿岸部を中心にして集中的なエリア開発や出店を図ります。米国におきましては、フ

ランチャイズ事業展開を拡大・推進し、全米への展開を目指します。国内の牛丼以外の事業に関しましては、成長過

程にある事業会社に対しては、当社と事業会社が一体となって、様々な経営課題を徹底的に議論しながら検討を行い、

成長を図ってまいります。こうした、純粋持株会社と事業会社がそれぞれの役割に応じた取組みを行うことによって、

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）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29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 ※３  25,994   23,791  △2,203

２　受取手形及び売掛金   3,864   4,110  246

３　有価証券   501   －  △501

４　たな卸資産   6,169   7,191  1,022

５　繰延税金資産   826   1,054  227

６　その他   1,258   1,454  195

貸倒引当金   △28   △25  2

流動資産合計   38,586 38.7  37,576 37.3 △1,010

Ⅱ　固定資産         

(1)有形固定資産         

１　建物及び構築物 ※３ 40,867   42,889    

 　 減価償却累計額  24,180 16,686  24,074 18,814  2,127

２　機械装置及び運搬具  4,348   4,415    

  　減価償却累計額  3,358 989  3,363 1,052  63

３　工具、器具及び備品  9,250   9,791    

 　 減価償却累計額  7,383 1,867  7,183 2,607  740

４　土地 ※３  9,833   9,901  68

５　建設仮勘定   277   304  26

有形固定資産合計   29,653 29.7  32,680 32.4 3,026

(2)無形固定資産         

１　のれん   2,617   723  △1,893

２　その他   1,958   2,044  86

無形固定資産合計   4,575 4.6  2,768 2.7 △1,807
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前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29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 ※１  2,676   2,570  △105

２　長期貸付金   1,097   971  △126

３　長期前払費用   3,012   3,174  161

４　差入保証金 ※３  13,727   14,435  707

５　投資不動産 ※３ 3,458   3,697    

  　減価償却累計額  762 2,696  756 2,941  245

６　繰延税金資産   1,373   1,196  △177

７　その他 ※１  2,773   2,858  85

貸倒引当金   △350   △294  56

投資損失引当金   △11   △23  △11

投資その他の資産合計   26,995 27.0  27,831 27.6 835

固定資産合計   61,225 61.3  63,280 62.7 2,055

資産合計   99,811 100.0  100,856 100.0 1,044
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前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   4,969   4,944  △24

２　短期借入金   2,090   2,094  4

３　未払法人税等   1,476   2,613  1,137

４　賞与引当金   1,112   1,141  29

５　役員賞与引当金   47   89  42

６　その他 ※３  6,886   8,143  1,256

流動負債合計   16,581 16.6  19,026 18.8 2,444

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   2,383   1,707  △675

２　退職給付引当金   2,040   1,858  △181

３　役員退職慰労引当金   750   187  △563

４　その他 ※３  2,721   2,981  260

固定負債合計   7,895 7.9  6,735 6.7 △1,160

負債合計   24,477 24.5  25,762 25.5 1,284

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   10,265 10.3  10,265 10.2 －

２　資本剰余金   11,141 11.2  11,153 11.1 12

３　利益剰余金   55,962 56.0  55,076 54.6 △885

４　自己株式   △6,124 △6.1  △5,945 △5.9 178

　　株主資本合計   71,244 71.4  70,549 70.0 △695

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  △380 △0.4  26 0.0 407

２　為替換算調整勘定   △901 △0.9  △1,017 △1.0 △116

　　評価・換算差額等合計   △1,281 △1.3  △990 △1.0 291

Ⅲ　少数株主持分   5,371 5.4  5,535 5.5 164

純資産合計   75,334 75.5  75,094 74.5 △239

負債純資産合計   99,811 100.0  100,856 100.0 1,044
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(2）連結損益計算書

  
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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   135,519 100.0  155,779 100.0 20,259

Ⅱ　売上原価   51,724 38.2  60,950 39.1 9,225

売上総利益   83,795 61.8  94,828 60.9 11,033

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  80,103 59.1  88,606 56.9 8,502

営業利益   3,691 2.7  6,222 4.0 2,531

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  76   139    

２　受取配当金  129   126    

３　賃貸収入  519   489    

４　物流収入  61   33    

５　受取手数料  127   160    

６　持分法による投資利益  －   25    

７　営業補償金  163   473    

８　雑収入  319 1,396 1.0 326 1,773 1.1 376

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  84   87    

２　投資有価証券運用損  －   90    

３　賃貸費用  382   341    

４　持分法による投資損失  302   －    

５　雑損失  103 871 0.6 105 624 0.4 △247

経常利益   4,216 3.1  7,372 4.7 3,155
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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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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)

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 93   179    

２　投資有価証券売却益  81   8    

３　貸倒引当金戻入益  42   －    

４　評定済資産戻入益  143   168    

５　退職給付引当金戻入
益 

 635   －    

６　会員権売却益  11   －    

７　契約解約益  －   18    

８　訴訟和解金 ※６ 20 1,028 0.8 － 374 0.3 △653

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除売却損 ※３ 399   792    

２　減損損失 ※４ 160   2,323    

３　投資有価証券売却損  －   948    

４　投資有価証券評価損  43   83    

５　契約解約損  106   37    

６　投資損失引当金繰入額  11   11    

７　訴訟費用 ※５ －   23    

８　過年度社会保険料  51 773 0.6 － 4,221 2.7 3,447

税金等調整前当期純利益   4,471 3.3  3,526 2.3 △945

法人税、住民税及び事業
税

 1,931   3,472    

法人税等調整額  163 2,095 1.5 △363 3,109 2.0 1,013

少数株主利益   279 0.3  230 0.2 △48

当期純利益   2,096 1.5  186 0.1 △1,910
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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 

－ － △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
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △1,072 － △1,072

当期純利益 － － 186 － 186

自己株式の処分 － 12 － 178 190

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)

－ 12 △885 178 △695

平成20年２月29日　残高(百万円) 10,265 11,153 55,076 △5,945 70,549

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △1,072

当期純利益 － － － － 186

自己株式の処分 － － － － 190

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

407 △116 291 164 455

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

407 △116 291 164 △239

平成20年２月29日　残高(百万円) 26 △1,017 △990 5,535 75,094
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前当期純利益  4,471 3,526 △945

減価償却費  3,354 3,797 443

のれん償却額  391 629 237

貸倒引当金の減少額  △31 △58 △27

賞与引当金の増減(△)額  △3 17 21

退職給付引当金の減少額  △805 △197 607

役員退職慰労引当金の増減(△)
額

 96 △563 △659

役員賞与引当金の増加額  47 42 △5

受取利息及び受取配当金  △206 △265 △59

支払利息  84 87 2

持分法による投資損益(△)  302 △25 △327

投資有価証券売却損益(△)  △81 940 1,021

投資有価証券評価損  44 83 39

投資有価証券運用損  － 90 90

固定資産除売却損益(△)  306 612 305

減損損失  160 2,323 2,163

売上債権の増(△)減額  △31 △246 △215

たな卸資産の増(△)減額  △1,401 △991 409

仕入債務の増減(△)額  361 △14 △376

未収入金の増(△)減額  △47 99 146

役員賞与の支払額  △41 － 41

その他の資産・負債の増減(△)
額

 118 1,119 1,001

　小計  7,089 11,005 3,915

利息及び配当金の受取額  196 273 77

利息の支払額  △78 △90 △11

法人税等の支払額  △1,410 △2,439 △1,028

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 5,796 8,749 2,952
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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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  △47 △12,547 △12,500

定期預金の払戻しによる収入  197 12,542 12,344

有形固定資産の取得による支出  △3,368 △7,389 △4,021

有形固定資産の売却による収入  75 39 △35

無形固定資産の取得による支出  △283 △381 △97

無形固定資産の売却による収
入 

 13 － △13

固定資産撤去による支出  △72 △73 △1

投資有価証券の取得による支出  － △2,355 △2,355

投資有価証券の売却による収入  106 1,115 1,008

投資事業組合分配金による収入  7 206 198

関係会社出資による支出  － △195 △195

出資による支出  △100 － 100

投資有価証券の償還による収入  500 502 2

差入保証金の差入による支出  △599 △926 △327

差入保証金の回収による収入  511 397 △113

貸付による支出  △13 △382 △369

貸付金の回収による収入  217 471 254

投資不動産の取得による支出  △157 △753 △596

投資不動産の売却による収入  98 412 313

連結範囲の変更を伴う関係会社
株式の取得による収入 

 ※２ 543 － △543

会員権売却による収入  49 － △49

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △2,320 △9,318 △6,998
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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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  △765 △142 623

長期借入金の返済による支出  △2,311 △916 1,395

自己株式の売却による収入  21 190 169

長期借入による収入  514 400 △114

配当金の支払額  △999 △1,074 △75

少数株主への配当金の支払額  △64 △63 0

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △3,605 △1,606 1,998

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 11 △32 △44

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減(△)額  △117 △2,208 △2,091

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  26,018 25,900 △117

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 25,900 23,691 △2,208

     

㈱吉野家ホールディングス （9861） 平成 20 年２月期決算短信

－ 18 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

１　連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　　　　　16社

連結子会社名

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51.0％となっ

たため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めることといたしました。

(1)連結子会社の数　　　　　　　19社

連結子会社名

㈱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)

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家

 ㈱四国吉野家

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱千吉

㈱上海エクスプレス

㈱はなまる

㈱アール・ワン

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山

㈱新杵

なお、㈱吉野家については、平成19年

10月１日の㈱吉野家ディー・アンド・

シーからの新設分割に伴い、㈱アール

ワンについては、平成19年８月13日の

新規設立（所有割合100％）に伴い、

㈱四国吉野家については平成19年11月

１日の株式取得（所有割合100％）に

伴い、当連結会計年度より連結の範囲

に含めることといたしました。

また、㈱千吉は平成19年３月１日付け

で㈱ポット・アンド・ポットより商号

変更したものであります。

 (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、

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。

（連結の範囲から除いた理由）

　　　　　　同左
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項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

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　　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　　３社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

㈱牛繁ドリームシステム

㈱どん

なお、㈱牛繁ドリームシステムについ

ては、平成19年９月20日に議決権の

22.7％を追加取得し議決権の所有割合

が33.3％となったため、㈱どんについ

ては、平成20年２月28日の株式取得に

より議決権の所有割合が35.1％となっ

たため当連結会計年度より持分法適用

関連会社の範囲に含めることといたし

ました。

 (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

(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

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、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。

（持分法を適用しない理由）

　　　　　　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)　　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度に

関する事項

連結子会社である㈱ポット・アンド・ポッ

ト、㈱コンスタンツの決算日は、11月30日

であり、㈱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。

また、㈱九州吉野家については、決算日を

12月31日から２月末日に変更しております。

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。

連結子会社である㈱京樽、㈱はなまる、㈱

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。

また、㈱千吉、㈱コンスタンツについては

決算日を11月30日から2月末日に、㈱上海

エクスプレスについては、決算日を12月31

日から２月末日に変更しております。

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。
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項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

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

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

 ───── ─────

 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）

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

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

 ②たな卸資産

国内連結会社は主として市場性ある肉

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）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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

物については定額法を採用しておりま

す。

①有形固定資産及び投資不動産

同左

 主な耐用年数

建物及び構築物　　　８年～50年

機械装置及び運搬具　７年～13年

工具、器具及び備品　５年～６年

主な耐用年数 

建物及び構築物　　　８年～50年

機械装置及び運搬具　７年～13年

工具、器具及び備品　５年～６年

  

 

 

 

(会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当会計期間よ

り、平成19年4月1日以降取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　これにより、減価償却費は94百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益はそれぞれ94百万

円減少しております。 
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項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

 (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

  

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

当社及び国内連結子会社の執行役員及

び従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額のうち当連結会計年度に

負担すべき額を計上しております。

 ④役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に備えるため、

当連結会計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）

当連結会計年度より「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準第４号  

平成17年11月29日)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、税金等

調整前当期純利益がそれぞれ同額減少

しております。

また、事業の種類別セグメントの牛丼

関連事業の営業費用が47百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。

④役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に備えるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。
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項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

 ⑤退職給付引当金

一部の連結子会社の従業員に対する退

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）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。

（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。

⑤退職給付引当金

一部の連結子会社の従業員に対する退

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）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。

 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。

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。

⑥役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

国内連結子会社の一部は内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

　

 (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

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。 

なお、存外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

(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

 (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
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項　　目
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処

理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

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金変動金利

②ヘッジ手段とヘッジ対象

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

 ④ヘッジの有効性の評価方法

金利スワップ取引については、特例処

理要件を満たしておりますので、有効

性の判定を省略しております。

④ヘッジの有効性の評価方法

 同左

 (7）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。

(7）消費税等の会計処理方法

 同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は全

面時価評価法によっております。

同左

６　のれんの償却に関する事

項

のれんの償却については、５年間で償却

しております。

 同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

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

ております。

同左
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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

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当連結会計年度より「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、699億62百万円

であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の

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

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

 （連結貸借対照表）

 １．前連結会計年度まで無形固定資産の「連結調整勘定」、

及び「その他」に含めて表示しておりました「営業

権」（前連結会計年度末残高223百万円）は、連結財

務諸表規則の改正により、当連結会計年度末から「の

れん」と表示しております。

 （連結損益計算書）

２．前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しておりました営業補償金（前連結会計年度

18百万円）は、重要性が増したため、当連結会計年度

から独立掲記しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

 ３．前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」とし

て表示されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。

───── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29日

※１　非連結子会社及び関連会社に係るもの ※１　非連結子会社及び関連会社に係るもの

　科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対
するものは次のとおりであります。

　科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対
するものは次のとおりであります。

 投資有価証券 404 百万円
 その他の投資その他の資産(出資金) 373 百万円

 投資有価証券  2,033 百万円
 その他の投資その他の資産(出資金)  　569 百万円

　２　偶発債務 　２　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 37

ＦＣ加盟者(４社) 〃
 100

  (846千USドル)

㈱北海道吉野家 〃  24

㈱石焼ビビンパ 〃  166

ＦＣ加盟者(42社) 仕入債務 4

計 － 333

被保証先 保証内容 金額（百万円）

ＦＣ加盟者(２社) 金融機関借入  22

ＦＣ加盟者(３社) 〃
79

  (696千USドル)

㈱北海道吉野家 〃 14

㈱石焼ビビンパ 〃 102

ＦＣ加盟者(36社) 仕入債務  3

計 － 223

※３　担保資産及び担保付債務 ※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） 担保に供している資産の額（簿価）

土地      2,189百万円
建物  598
定期預金  42
差入保証金 10
投資不動産 159

　計 2,999

土地      2,189百万円
建物 568
定期預金  47
差入保証金  5
投資不動産  158

　計 2,968

上記に対応する債務 上記に対応する債務

未払金     83百万円
長期未払金 1,350

未払金     100百万円
長期未払金     1,250

　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貸出コ
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。

　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貸出コ
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。

借入コミットメントの総額      1,310百万円
借入実行残高 　11

　差引額 　　1,298

借入コミットメントの総額      1,152百万円
借入実行残高 －

　差引額 　　1,152
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（連結損益計算書関係）

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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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。
広告宣伝費 2,783百万円
役員報酬 509
役員賞与引当金繰入額 　47
給料手当    11,804
賞与引当金繰入額    1,062
退職給付費用 689
役員退職慰労引当金繰入額  96
パート費  23,202
地代家賃  11,739
水道光熱費  4,551
減価償却費       2,968
のれん償却額 391

広告宣伝費  2,894百万円
役員報酬 617
役員賞与引当金繰入額 67
給料手当 12,448
賞与引当金繰入額      

1,961
退職給付費用  747
役員退職慰労引当金繰入額  40
パート費 25,892
地代家賃 12,652
水道光熱費 5,173
減価償却費 3,327
のれん償却額 629

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
　　　　　　　

 
建物及び構築物      25百万円
投資不動産      56
その他  10

　計 93

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま
す。
　　　　　　　

 
建物及び構築物        15百万円
投資不動産 164
その他  0

　計 179
※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。

建物及び構築物    271百万円
機械装置及び運搬具  4
工具、器具及び備品  51
撤去費用他 72

　計 399

建物及び構築物       562百万円
機械装置及び運搬具 24
工具、器具及び備品  102
撤去費用他 103

　計 792

※４　減損損失の内訳は、次のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

当社
店舗 建物等 3

(東京都新宿区他)

㈱京樽 店舗 建物等 106
 (東京都品川区他) 遊休不動

産 
土地 3

㈱ピーターパンコモコ
(東京都八王子市他)

店舗 建物等 7

ヨシノヤアメリカ・イン
ク
（米国ニューヨーク州）

店舗 建物等 39

計 160
　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5.79％～7.00％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。

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

当社 店舗 建物等 189

(東京都千代田区他) 賃貸資産 投資不動産 173

     － のれん 1,507

㈱吉野家
   店舗 建物等 13

(東京都千代田区他)

㈱京樽
店舗 建物等 157

 (千葉県柏市他)

㈱ピーターパンコモコ
（山形県市他)

店舗 建物等 28

㈱九州吉野家
（山口県宇部市他）

店舗 建物等 12

㈱千吉
（千葉県津田沼市）

 店舗 建物等 11

㈱はなまる
（東京都台東区他）

店舗 建物等 31

㈱上海エクスプレス
（東京都中野区他）

店舗 建物等 58

ヨシノヤアメリカ・イン
ク
（米国ニューヨーク州
他）

店舗 建物等 140

計 2,323
　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5.2％～7.7％で割引いて算出しております。
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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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

※５　 　　　　　　　────── ※５　ヨシノヤアメリカにおける賃借店舗に関する係争費
用であります。

 ※６ ㈱ピーターパンコモコにおけるテナント店舗撤退に
関する係争の和解金による収入であります。

 ※６                 ──────

（連結株主資本等変動計算書関係）

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）

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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 662,405 － － 662,405

合計 662,405 － － 662,405

自己株式

普通株式(注) 32,082.2 － 105 31,977.2

合計 32,082.2 － 105 31,977.2

(注)普通株式の当連結会計年度減少株式数105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29日

平成18年10月６日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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19年５月25日

定時株主総会
普通株式 504 利益剰余金 800 平成19年２月28日 平成19年５月28日
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 662,405 － － 662,405

合計 662,405 － － 662,405

自己株式

普通株式(注) 31,977.2 － 932 31,045.2

合計 31,977.2 － 932 31,045.2

(注)普通株式の当連結会計年度減少株式数932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19年５月25日

定時株主総会
普通株式 504 800 平成19年２月28日 平成19年５月28日

平成19年10月11日

取締役会
普通株式 568 900 平成19年８月31日 平成19年11月９日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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20年５月29日

定時株主総会
普通株式 694 利益剰余金 1,100 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

※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

※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

現金及び預金勘定 25,994百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△94

 

現金及び現金同等物 25,900 

現金及び預金勘定 23,791百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△99

 

現金及び現金同等物 23,691 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 　株式の取得により新たに㈱はなまるを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱は

なまる株式の取得価額と㈱はなまる取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。

 

（百万円）
流動資産 1,169
固定資産 1,677
のれん 2,102
流動負債 △1,386
固定負債 △1,069
少数株主持分 △191
支配獲得時までの持分法適
用後の株式の連結貸借対照
表上額

△2,149

㈱はなまる株式の取得価額 152
㈱はなまるの現金及び現金
同等物

△696

差引：㈱はなまる取得によ
る収入

543

※２　　　　　　　　 ──────
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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)

Ⅰ　売上高及び営業

損益
        

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

Ⅱ　資産、減価償却

費、固定資産減

損損失及び資本

的支出

        

資産 41,086 18,932 3,512 8,234 1,442 73,208 26,603 99,811

減価償却費 1,985 648 180 153 8 2,976 377 3,354

固定資産減損損

失
42 109 7 － － 160 － 160

資本的支出 2,652 681 212 196 6 3,750 416 4,166

　（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、さぬきうどんの店頭販売、持ち

帰り惣菜の店頭販売

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金及

び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度　　　　　28,160百万円

当連結会計年度　　　　　27,983百万円

 (会計方針の変更）

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号  平成17年11月29日)を適用してお

ります。

この結果、事業の種類別セグメントの牛丼関連事業の営業費用が47百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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)

Ⅰ　売上高及び営業

損益
        

売上高         

(1）外部顧客に対

する売上高
101,053 31,723 8,135 13,375 1,491 155,779 － 155,779

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 4 34 － 3,117 3,156 (3,156) －

計 101,053 31,727 8,170 13,375 4,609 158,935 (3,156) 155,779

営業費用 94,075 31,511 8,152 14,286 4,452 152,478 (2,921) 149,556

営業利益又は営

業損失(△)
6,978 216 17 △911 156 6,457 (234) 6,222

Ⅱ　資産、減価償却

費、固定資産減

損損失及び資本

的支出

        

資産 43,785 18,157 3,313 6,236 3,197 74,690 26,165 100,856

減価償却費 2,132 629 168 429 9 3,369 400 3,770

固定資産減損損

失
356 157 28 1,608 － 2,150 173 2,323

資本的支出 4,528 1,078 157 1,051 15 6,832 1,068 7,900

　（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、

持ち帰り惣菜の店頭販売、らーめんの店頭販売

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金及

び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度　　　　　27,983百万円

当連結会計年度　　　　　26,174百万円
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「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。

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「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

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　海外売上高は、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）

 
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

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

１株当たり純資産額（円） 110,976 110,173

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額(△)（円）
3,326 296

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額

3,326 296

　

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
平成19年２月28日

当連結会計年度
平成20年２月29日

純資産の部の合計額（百万円） 75,334 75,094

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
5,371 5,535

（うち少数株主持分） (5,371) (5,535)

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 69,962 69,558

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末普通株式の数（株）

630,427 631,360

２．１株当たり当期純利益金額、１株当たり当期純損失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。

 
前連結会計年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当連結会計年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

１株当たり当期純利益金額又は１株当た
り当期純損失金額

  

当期純利益又は当期純損失(△)（百万
円）

2,096 186

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失（△）（百万円）

2,096 186

期中平均株式数（株） 630,385 631,176

   

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） － －

普通株式増加数（株） 48 36

 （うち新株予約権） (48) (36)

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

　平成14年５月24日定時株主総会決議

（新株予約権の数1,405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）

　平成14年５月24日定時株主総会決議

（新株予約権の数1,015 個）

（開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取引、

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。
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（重要な後発事象）

  該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

平成19年２月28日
当事業年度

平成20年２月29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   20,608   7,928  △12,680

２　売掛金   1,281   121  △1,160

３　有価証券   2   －  △2

４　商品   872   －  △872

５　製品   85   －  △85

６　原材料   3,846   －  △3,846

７　仕掛品   2   －  △2

８　貯蔵品   49   －  △49

９　短期貸付金   －   152  152

10　１年以内回収予定長期
貸付金

  254   216  △38

11　未収入金   288   53  △234

12　繰延税金資産   495   115  △380

13　その他   174   15  △159

貸倒引当金   △6   －  6

流動資産合計   27,955 36.4  8,601 12.7 △19,354
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前事業年度

平成19年２月28日
当事業年度

平成20年２月29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  20,582   20    

減価償却累計額  10,235 10,347  0 19  △10,327

２　構築物  2,043   －    

減価償却累計額  1,430 613  － －  △613

３　機械及び装置  2,096   －    

減価償却累計額  1,609 487  － －  △487

４　車両運搬具  13   －    

減価償却累計額  12 0  － －  △0

５　工具、器具及び備品  6,139   16    

減価償却累計額  4,893 1,245  3 12  △1,233

６　土地   4,722   －  △4,722

７　建設仮勘定   17   －  △17

有形固定資産合計   17,434 22.7  32 0.1 △17,402

(2)無形固定資産         

１　のれん   173   －  △173

２　借地権   492   －  △492

３　商標権   16   12  △3

４　ソフトウエア   531   6  △524

５　電話加入権   2   －  △2

６　その他   5   －  △5

無形固定資産合計   1,222 1.6  19 0.0 △1,202
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前事業年度

平成19年２月28日
当事業年度

平成20年２月29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   2,120   432  △1,687

２　関係会社株式   10,842   52,901  42,059

３　出資金   185   373  187

４　長期貸付金   821   －  △821

５　関係会社長期貸付金   1,475   2,442  966

６　長期前払費用   2,244   1  △2,242

７　差入保証金   9,644   201  △9,442

８　会員権   57   42  △15

９　投資不動産  3,003   3,095    

減価償却累計額  609 2,393  587 2,507  114

10　繰延税金資産   675   842  167

11　その他   129   －  △129

貸倒引当金   △397   △548  △151

投資損失引当金   △11   △23  △11

投資その他の資産合計   30,183 39.3  59,174 87.2 28,991

固定資産合計   48,839 63.6  59,226 87.3 10,386

資産合計   76,795 100.0  67,828 100.0 △8,967

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   2,554   －  △2,554

２　未払金   1,082   142  △939

３　未払法人税等   1,238   1,082  △156

４　未払費用   1,177   4  △1,173

５　預り金   191   －  △191

６  賞与引当金   785   29  △756

７　役員賞与引当金   47   29  △18

８　未払消費税等   276   114  △161

９　その他   61   52  △8

流動負債合計   7,415 9.7  1,454 2.2 △5,961
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前事業年度

平成19年２月28日
当事業年度

平成20年２月29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　長期未払金   －   306  306

２　役員退職慰労引当金   545   －  △545

３　預り保証金   482   263  △219

固定負債合計   1,027 1.3  569 0.8 △458

負債合計   8,443 11.0  2,023 3.0 △6,419

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   10,265 13.4  10,265 15.1  

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  1   13    

資本剰余金合計   11,141 14.5  11,153 16.5 12

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  49,500   50,500    

繰越利益剰余金  2,212   △1,935    

利益剰余金合計   53,452 69.6  50,304 74.2 △3,148

４　自己株式   △6,124 △8.0  △5,945 △8.8 178

株主資本合計   68,734 89.5  65,777 97.0 △2,957

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  △382 △0.5  27 0.0 409

評価・換算差額等合計   △382 △0.5  27 0.0 409

純資産合計   68,352 89.0  65,804 97.0 △2,547

負債純資産合計   76,795 100.0  67,828 100.0 △8,967
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(2）損益計算書

  
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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  72,953   52,334    

２　新業態事業売上高  565 73,518  502 52,837   

Ⅱ　営業収益         

１　ロイヤリティ売上高  － －  511 511   

営業収益合計
（Ⅰ＋Ⅱ）

  73,518 100.0  53,348 100.0 △20,169

Ⅲ　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

 844   942    

２　当期製品製造原価  7,129   6,417    

３　当期商品仕入高  22,225   15,247    

合計  30,200   22,607    

４　会社分割による減少
高

 －   965    

５　商品、製品期末たな
卸高

 942   －    

吉野家事業売上原価計  29,257   21,642    

(2)新業態事業売上原価         

１　商品、製品期首たな
卸高

 14   15    

２　当期製品製造原価  123   115    

３　当期商品仕入高  161   135    

合計  299   266    

４　会社分割による減少
高

 －   20    

５　商品、製品期末たな
卸高

 15   －    

新業態事業売上原価計  283 29,541 40.2 245 21,887 41.0 △7,653

売上総利益
（Ⅰ－Ⅲ）

  43,977 59.8  30,949 58.0 △13,027

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１  41,397 56.3  26,671 50.0 △14,725

Ⅴ　営業費用 ※２        

１　一般管理費  － － － 682 682 1.3 682

営業費用合計
（Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ）

  70,939 96.5  49,241 92.3 △21,697

営業利益   2,579 3.5  4,106 7.7 1,527
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前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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  61   94    

２　受取配当金  168   166    

３　投資有価証券運用益  103   －    

４　賃貸収入  251   222    

５　物流収入  46   19    

６　受取手数料  98   80    

７　営業補償金  147   140    

８　雑収入  150 1,029 1.4 115 839 1.5 △189

Ⅴ　営業外費用         

１　投資有価証券運用損  －   90    

２　賃貸費用  105   90    

３　貸倒損失  26   －    

４　雑損失  42 175 0.2 36 217 0.4 42

経常利益   3,433 4.7  4,729 8.8 1,295

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 7   159    

２　投資有価証券売却益  81   －    

３　貸倒引当金戻入益  9   －    

４　評定済資産戻入益  3   1    

５　退職給付引当金戻入益  635   －    

６　会員権売却益  11 749 1.0 － 160 0.3 △589

         

㈱吉野家ホールディングス （9861） 平成 20 年２月期決算短信

－ 41 －



  
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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　固定資産除売却損 ※４ 275   191    

２　減損損失 ※５ 3   363    

３　投資有価証券売却損  －   948    

４　投資有価証券評価損  43   11    

５　関係会社株式評価損  －   3,427    

６　契約解約損  47   21    

７　貸倒引当金繰入額  －   273    

８　投資損失引当金繰入額  11   11    

９　過年度社会保険料  49 431 0.6 － 5,249 9.8 4,818

税引前当期純利益   3,751 5.1  △360 △0.7 △4,112

法人税、住民税及び事
業税

 1,475   1,781    

法人税等調整額  194 1,670 2.3 △66 1,715 3.2 44

当期純利益   2,081 2.8  △2,075 △3.9 △4,157
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製造原価明細書

  
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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  2,548   3,846    

２　当期原材料仕入高  7,405   7,387    

合計  9,954   11,234    

３　会社分割による減少額  －   5,601    

４　期末原材料たな卸高  3,846 6,107 84.2 － 5,633 85.3 △473

Ⅱ　労務費 ※１  470 6.5  311 4.7 △159

Ⅲ　経費 ※２  676 9.3  656 10.0 △19

当期総製造費用   7,254 100.0  6,601 100.0 △653

期首仕掛品たな卸高   1   2  1

合計   7,255   6,603  △651

会社分割による減少額   －   71  71

期末仕掛品たな卸高   2   －  △2

当期製品製造原価 ※３  7,253   6,532  △720

         

（脚注）

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

※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。

※１　労務費のうち、賞与引当金繰入額 21百万円が含ま

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   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

運賃保管料     101百万円

地代家賃 1

水道光熱費 55

消耗品費 53

減価償却費 97

※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
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,072 － △1,072

 別途積立金の積立 － － － － 1,000 △1,000 － －

当期純利益 － － － － － △2,075 － △2,075

自己株式の処分 － － 12 － － － 178 190

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) － － 12 － 1,000 △4,148 178 △2,957

平成20年２月29日　残高(百万円) 10,265 11,139 13 1,740 50,500 △1,935 △5,945 65,777

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △1,072

 別途積立金の積立 － － －

当期純利益 － － △2,075

自己株式の処分 － － 190

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

409 409 409

事業年度中の変動額合計(百万円) 409 409 △2,547

平成20年２月29日　残高(百万円) 27 27 65,804
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重要な会計方針

項　　目
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

 １　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2)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…移動平均法による原

価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっておりま

す。

(2)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…移動平均法による原

価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に

規定される決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によってお

ります。

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18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

  （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

これにより、営業利益、経常利益およ

び税引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。

 (2)無形固定資産

定額法

なお、のれんについては５年間で償却

しております。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。

(2)無形固定資産

同左

 

５　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。

(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

執行役員および従業員の賞与支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しております。
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項　　目
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

 (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。

(4) 役員賞与引当金 

　　　　　　同左

 

 

 

 (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。

(5）　　　　───────

 

 

 (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

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく要支給額を計上しており

ましたが、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９月30

日をもって役員退職慰労金制度の廃止

に伴う役員退職慰労金の打切り支給議

案が承認可決されました。

これにより当事業年度において、役員

退職慰労引当金を全額取崩し、打切り

支給額の未払分については、固定負債

の「長期未払金」に含めて表示してお

ります。 

㈱吉野家ホールディングス （9861） 平成 20 年２月期決算短信

－ 48 －



項　　目
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

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

会計処理方法の変更

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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、683億52百万円

であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

　　　　　　　　　───────

表示方法の変更

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

(貸借対照表)

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、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度から「のれん」と表示しております。

 

（損益計算書）

１「売上高」、「売上原価」、「販売費及び一般管理費」

はそれぞれ会社分割以前の金額を表示し、「営業収益」、

「営業費用」は、会社分割後の金額を表示しております。

２「売上総利益」は「売上高」から「売上原価」を控除し

た金額を表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
平成19年２月28日

当事業年度
平成20年２月29日

　１　偶発債務 　１　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 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 

被保証先 保証内容 金額（百万円）

ヨシノヤウエス
ト・インク

金融機関借入
434

( ４百万USドル)

台湾吉野家(股) 〃
315

(92百万NTドル)

㈱石焼ビビンパ 〃 102

㈱はなまる リース債務 9

計 －    861
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（損益計算書関係）

前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

※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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は、72.6％で
あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
27.4％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     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 

広告宣伝費        1,572 百万円

消耗品費 713 

役員報酬 148 

給料手当 2,784 

役員賞与引当金繰入額 26 

賞与引当金繰入額 960 

退職給付費用 170 

運賃保管料 1,135 

パート費 8,188 

地代家賃 3,776 

水道光熱費 1,617 

減価償却費 1,043 

※２　　　　　　　─────── ※２　営業費用の内訳は、主要な費目及び金額は、次のと
おりであります。

役員報酬        59 百万円

給料手当 110 

役員賞与引当金繰入額 10 

賞与引当金繰入額 29 

福利厚生費 21 

地代家賃 21 

減価償却費 5 

交際費 153 

業務委託費 145 

  

※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３　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 

投資不動産 159 百万円

その他 0 

計 159 

※４　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　固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物      100 百万円

構築物 3 

機械及び装置 8 

工具、器具及び備品 16 

撤去費用他 61 

計 191 
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前事業年度
自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

※５　減損損失 ※５　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　　　
(２店)

建物、工具、器具
及び備品

 3 

 計 3 

用途 種類 減損損失（百万円）

店舗　　　
(21店)

建物、工具、器具
及び備品

189 

 賃貸資産
投資不動産
（土地等） 

173 

 計 363 

　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6.04％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5.20％～6.08％で割引いて算出しておりま
す。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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) 31,977.2 － 932 31,045.2

合計 31,977.2 － 932 31,045.2

 (注）普通株式の自己株式の株式数の減少932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。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

１株当たり純資産額（円） 108,422 104,227

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期
純損失金額（△）（円）

3,302 △3,289

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
（円） 

3,301 潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、潜在株
式が存在するものの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． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

平成19年２月28日
当事業年度

平成20年２月29日

純資産の部の合計額（百万円） 68,352 65,804

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 68,352 65,804

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末普通

株式の数（株）
630,427 631,360

 

２． １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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18年３月１日
至　平成19年２月28日

当事業年度
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益又は当期純損失（△）(百万円) 2,081 △2,075

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
2,081 △2,075

期中平均株式数（株） 630,385 631,176

   

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） － －

普通株式増加数（株） 48 －

（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２種類（新株予約権の

数1,405個）

平成14年５月24日定時株主総会決

議（新株予約権の数1,015個）

 （開示の省略）

　リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。
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（重要な後発事象）

前事業年度
  自　平成18年３月１日
  至　平成19年２月28日

当事業年度
  自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日

　当社は、市場の変化と競争激化に機動的に対応するため、

牛丼関連事業等の事業を子会社として分社化し、純粋持株

会社へ移行することとし、平成19年４月13日開催の取締役

会において、新設分割計画書を決議し、平成19年５月25日

開催の定時株主総会において新設分割計画書の承認を受け

ました。

　なお、会社分割につきましては、第２「事業の状況」５

「経営上の重要な契約等」（１）提出会社 ③会社分割（新

設分割）の総会決議に記載しております。 

―――――――　　
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