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１．平成21年２月期第１四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

21年２月期第１四半期 39,750 △1.2 799 △69.8 1,183 △58.8 170 △88.4

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

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

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

21年２月期第１四半期 270 －

20年２月期第１四半期 2,324 2,323

20年２月期 296 296

(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

21年２月期第１四半期 98,599 74,179 69.7 108,819

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

20年２月期 100,856 75,094 69.0 110,173

(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

21年２月期第１四半期 1,750 △6,027 △750 18,575

20年２月期第１四半期 4,541 △1,261 △569 28,600

20年２月期 8,749 △9,318 △1,606 23,691
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２. 配当の状況

1株当たり配当金

 (基準日） 中間期末 期末 年間

 

20年２月期

円 

900

円 

1,100

 円

2,000

21年２月期 － －

2,000
21年2月期(予想） 1,000 1,000

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）　【参考】

 （％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

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

連結（新規） －社 　 除外 ─ 社  

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）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

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当期における外食業界を取り巻く環境は、原油価格の高騰や穀物価格の上昇、あるいは、個人所得の伸び悩みや経済全

体の不透明感などによる将来への不安感から個人消費は低迷を続けています。その一方で、世界的な原油や穀物価格の高

騰は、直接的に原材料費や経費の上昇をもたらしています。また、労働人口の減少が、労働力不足や人件費の上昇といっ

た業界全体に影響を及ぼすなど、依然として厳しい状況が続いています。

  当第１四半期における業績につきましては、連結売上高は397億50百万円（対前年同四半期増減率▲1.2％、4億99百万円

減少）、営業利益は7億99百万円（同▲69.8％、18億50百万円減少）、経常利益は11億83百万円（同▲58.8％、16億88百万

円減少）、四半期純利益は1億70百万円（同▲88.4％、12億94百万円減少）となりました。

 

　セグメント別の業績概況は以下のとおりです。

　国内の吉野家事業におきましては、3月20日より牛丼の販売時間を24時間に延長し、2004年2月以来、約4年ぶりに牛丼販

売の正常化を果しました。4月には新規顧客の獲得を目的として、「新生活応援祭」と銘打って、牛丼関連商品の80円引き

セールを実施しました。しかしながら、前年の牛丼販売時間の延長効果による一時的な入客数の大幅増加の影響があり、

既存店売上高前年比は89.6％と前年を下回る結果となりました。出店に関しましては、当第１四半期に25店の出店を行っ

た一方で、不振店を中心に8店を閉店し、当第１四半期末における国内総店舗数は1,053店となりました。

海外の吉野家事業におきましては、6月に中国福建省に新たに現地資本と合弁で福建吉野家快餐有限公司を設立しました。

米国では、ヨシノヤアメリカ・グループが1店の出店を行ない85店舗となりました。台湾では、台湾吉野家が4店の出店を

行ない1店舗を閉鎖した結果、49店舗になりました。中国その他のエリアにおきましても、全体で7店の出店と2店の閉店に

より、海外の吉野家総店舗数は310店となりました。以上の結果、国内外合わせた吉野家の当第１四半期末における総店舗

数は1,363店となりました。

　当第１四半期における牛丼関連事業全体の売上高は255億60百万円（対前年同四半期増減率▲6.2％、16億76百万円減少）、

営業利益は14億33百万円（同▲47.3％、12億88百万円減少）と前年同期に牛丼の販売時間を延長したことによって業績を

大きく伸ばしたことの反動により、減収減益となりました。

　寿司関連事業におきましては、（株）京樽が新たに1店出店する一方、不振店を2店閉鎖した結果、当第１四半期末の店

舗数は395店となりました。積極的な新商品の開発と「春らんまん」、「春、真っ盛り」等と題した季節フェアの実施など

による活動を行いましたが、既存店売上高が減少した結果、売上高は76億75百万円（対前年同四半期増減率▲2.6％、1億

96百万円減少）、営業損失は45百万円（前年同四半期は営業利益20百万円）となりました。

　スナック関連事業におきましては、主力の（株）ピーターパンコモコが1店出店し、不振店を11店閉鎖した結果、当第１

四半期末の店舗数は262店となりました。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ってまいりましたが、店

舗数の減少と既存店売上高が前年を下回ったことの影響もあり減収減益となりました。和菓子製造販売の（株）新杵はク

リーム大福やフルーツ大福をメイン商品とした新たな業態「Shinkine Sweets（シンキネスィーツ）」を開発し、既存店の

改装と併せて活性化を図りました。当第１四半期において2店の出店を行った結果、店舗数は31店となりました。スナック

関連事業全体の売上高は、20億44百万円（対前年同四半期増減率▲5.7％、1億16百万円減少）、営業利益は48百万円（同

107.1％、24百万円増加）となりました。

　その他飲食事業におきましては、（株）はなまるは新たに9店出店し、不振店1店を閉鎖した結果、当第１四半期末の店

舗数は217店となりました。（株）上海エクスプレスは不振店1店を閉鎖した結果、当第１四半期における店舗数は26店と

なりました。（株）千吉は不振店1店を閉鎖した結果、当第１四半期における店舗数は、12店となりました。おかずの華は、

当第１四半期に新たに3店出店し、不振店を1店閉鎖した結果、20店になりました。（株）アール・ワンは、収益構造の確

立に向けて、新たなブランドとして開発した「中華そば一番」、「五条弁慶」に既存業態からの転換を進める一方で、不

振店を18店閉鎖した結果、当第１四半期末の店舗数は94店となりました。以上の結果、その他飲食事業の売上高は38億60

百万円（対前年同四半期増減率42.1％、11億43百万円増加）、営業損失は3億44百万円（前年同四半期は営業損失1億23百

万円）となりました。
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　その他の事業におきましては、当第１四半期の売上高17億47百万円（対前年同四半期増減率76.7％、7億58百万増加）、

営業利益1億69百万円（同325.7％、1億29百万円増加）と増収増益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の財政状態につきましては、総資産は主に現金及び預金などの減少により前連結会計年度末と比較し

て22億57百万円減少し、985億99百万円となりました。負債は未払法人税の減少などにより13億42百万円減少し244億19

百万円となりました。純資産は、9億14百万円減少し、741億79百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュフローは、主な増加要因として税金等調整前四半期純利益9億86百万円、減価償却費10億54

百万円の計上、賞与引当金の増減額8億37百万円、棚卸資産の増減額15億02百万円及び主な減少要因として、法人税等の

支払23億96百万円などにより17億50百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュフローは、有形固定資産の取得による支出24億98百万円、有価証券の取得による支出30億

円などにより60億27百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュフローは、長期借入金の返済1億40百万円、配当金の支払6億99百万円などにより7億50百万

円の支出となりました。

　以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比較して51億16百万円減少し、

185億75百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成20年4月15日に公表いたしました平成21年2月期の業績予想につきましては、現在のところ変更ありません。

 

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）

  該当事項はありません

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

  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、税金費用の計算にあたっては前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。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

  該当事項はありません
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期末
平成19年５月31日

当第１四半期末
平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
平成20年２月29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 28,694 18,674 23,791

受取手形及び売掛金 4,094 4,110 4,110

有価証券 500 3,004 －

たな卸資産 5,625 5,665 7,191

その他 2,336 2,780 2,508

貸倒引当金 △45 △28 △25

流動資産合計 41,205 40.1 34,209 34.7 37,576 37.3

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 16,793 19,644 18,814

土地 9,830 9,880 9,901

その他 3,330 4,155 3,964

有形固定資産合計 29,954 29.2 33,679 34.1 32,680 32.4

無形固定資産

のれん 2,486 650 723

その他 1,972 2,282 2,044

無形固定資産合計 4,459 4.4 2,933 3.0 2,768 2.7

投資その他の資産

投資有価証券 2,517 2,398 2,570

差入保証金 13,814 14,243 14,435

その他 11,082 11,450 11,143

貸倒引当金 △377 △292 △294

投資損失引当金 △11 △23 △23

投資その他の資産合計 27,024 26.3 27,777 28.2 27,831 27.6

固定資産合計 61,438 59.9 64,390 65.3 63,280 62.7

資産合計 102,644 100.0 98,599 100.0 100,856 100.0
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科目

前第１四半期末
平成19年５月31日

当第１四半期末
平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
平成20年２月29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 5,626 4,953 4,944

短期借入金 2,013 2,227 2,094

未払法人税等 1,588 1,024 2,613

賞与引当金 1,869 1,978 1,141

その他 7,485 7,887 8,232  

流動負債合計 18,584 18.1 18,071 18.3 19,026 18.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 2,263 1,570 1,707

退職給付引当金 1,983 1,810 1,858

役員退職慰労引当金 771 158 187

その他 2,704 2,807 2,981

固定負債合計 7,723 7.5 6,347 6.5 6,735 6.7

負債合計 26,308 25.6 24,419 24.8 25,762 25.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 10,265 10.0 10,265 10.4 10,265 10.2

資本剰余金 11,153 10.9 11,153 11.3 11,153 11.1

利益剰余金 56,923 55.5 54,552 55.3 55,076 54.6

自己株式 △5,946 △5.8 △5,946 △6.0 △5,945 △5.9

株主資本合計 72,395 70.6 70,025 71.0 70,549 70.0

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差
額金

△475 △0.4 30 0.0 26 0.0

為替換算調整勘定 △941 △0.9 △1,352 △1.3 △1,017 △1.0

評価・換算差額等合計 △1,416 △1.4 △1,321 △1.3 △990 △1.0

Ⅲ　少数株主持分 5,357 5.2 5,475 5.5 5,535 5.5

純資産合計 76,336 74.4 74,179 75.2 75,094 74.5

負債純資産合計 102,644 100.0 98,599 100.0 100,856 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

当第１四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 40,249 100.0 39,750 100.0 155,779 100.0

Ⅱ　売上原価 15,761 39.2 15,495 39.0 60,950 39.1

売上総利益 24,488 60.8 24,254 61.0 94,828 60.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 21,837 54.2 23,454 59.0 88,606 56.9

営業利益 2,650 6.6 799 2.0 6,222 4.0

Ⅳ　営業外収益 356 0.9 571 1.4 1,773 1.1

受取利息 21 26 139

受取配当金 11 67 126

賃貸収入 134 124 489

物流収入 13 12 33

受取手数料 40 39 160

持分法による投資利益　 1 － 25

営業補償金 82 200 473

雑収入 50 99 326

Ⅴ　営業外費用 135 0.4 188 0.4 624 0.4

支払利息 22 20 87

投資有価証券運用損 － － 90

賃貸費用 93 85 341

持分法による投資損失 － 56 －

雑損失 18 24 105

経常利益 2,872 7.1 1,183 3.0 7,372 4.7
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科目

前第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

当第１四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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
（％）

Ⅵ　特別利益 25 0.1 32 0.1 374 0.3

固定資産売却益 15 8 179

投資有価証券売却益 － － 8

貸倒引当金戻入益 － 6 －

評定済資産戻入益 9 17 168

契約解約益 － － 18

Ⅶ　特別損失 91 0.2 229 0.6 4,221 2.7

固定資産除売却損 45 － －

固定資産除却損 － 214 781

固定資産売却損 － 4 10

減損損失 － － 2,323

投資有価証券売却損 － － 948

投資有価証券評価損 － － 83

契約解約損 17 10 37

貸倒引当金繰入額 29 － －

投資損失引当金繰入額 － － 11

訴訟費用 － － 23

税金等調整前四半期（当
期）純利益

2,805 7.0 986 2.5 3,526 2.3

法人税、住民税及び事業
税

1,483 3.7 950 2.4 3,472 2.2

法人税等調整額 △195 △0.5 △142 △0.3 △363 △0.2

少数株主利益 51 0.2 7 0.0 230 0.2

四半期（当期）純利益 1,465 3.6 170 0.4 186 0.1
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第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
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当第１四半期連結会計期間（自平成20年3月1日　至平成20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20年２月29日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

10,265 11,153 55,076 △5,945 70,549

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △694 － △694

四半期純利益 － － 170 － 170

自己株式の取得 － － － △0 △0

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）

－ － △523 △0 △524

平成20年５月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,153 54,552 △5,946 70,025

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20年２月29日　残高
　　　　　　　　　（百万円）

26 △1,017 △990 5,535 75,094

四半期連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － － － △694

四半期純利益 － － － － 170

自己株式の取得 － － － － △0

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）
4 △334 △330 △59 △390

四半期連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（百万円）

4 △334 △330 △59 △914

平成20年５月31日　残高
　　　 　　　（百万円）

30 △1,352 △1,321 5,475 74,179
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（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

連結会計期間中の変動額      

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）（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19年３月１日
至　平成19年５月31日

当第１四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

2,805 986 3,526

減価償却費 801 1,054 3,770

のれん償却額 150 57 629

貸倒引当金の増減(△)額 44 0 △58

賞与引当金の増減(△)額 757 837 17

退職給付引当金の増減(△)額 △56 △47 △197

役員退職慰労引当金の増減(△)額 20 △33 △563

役員賞与引当金の増減（△）
額 

△43 △47 42

受取利息及び受取配当金 △33 △94 △265

支払利息 22 20 87

持分法による投資損益(△） △1 56 △25

投資有価証券売却損 － － 940

投資有価証券評価損 － － 83

投資有価証券運用損 － － 90

固定資産除売却損益(△) 29 210 612

減損損失 － － 2,323

売上債権の増（△)減額 △230 △0 △246

たな卸資産の増（△）減額 540 1,502 △991

仕入債務の増減（△）額 660 33 △14

未収入金の増（△）減額 87 △148 99

その他の資産・負債の増減(△)額 294 △254 1,112

小計 5,850 4,135 10,970

利息及び配当金の受取額 33 28 273

利息の支払額 △23 △17 △90

法人税等の支払額 △1,317 △2,396 △2,405

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,541 1,750 8,749
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区分

前第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

当第１四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 △12,547

定期預金の払戻しによる収入 5 5 12,542

有形固定資産の取得による支出 △950 △2,498 △6,638

有形固定資産の売却による収入 11 25 39

無形固定資産の取得による支出 △96 △400 △381

無形固定資産の売却による収入 － － －

固定資産の撤去による支出 △4 △49 △73

有価証券の取得による支出 － △3,000 －

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 △40 － △1,730

投資有価証券の売却による収入 1 － 1,115

投資事業組合分配金による収入 － 1 206

投資有価証券の償還による収入 － － 502

差入保証金の差入による支出 △156 △235 △926

差入保証金の回収による収入 79 207 397

貸付による支出 △206 △299 △382

貸付金の回収による収入 99 121 471

投資不動産の取得による支出 － － △753

投資不動産の売却による収入 － － 412

連結範囲の変更を伴う関係会社株
式取得による支出

－ － △625

非連結子会社の清算による収入　 － 106 －

事業の譲受による支出 － － △751

その他 － △6 △195

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,261 △6,027 △9,318
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区分

前第１四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日

当第１四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日

（参考）平成20年２月期
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 △77 154 △142

長期借入金の返済による支出 △107 △140 △916

長期借入による収入 － － 400

自己株式取得による支出 － △0 －

自己株式売却による収入 189 － 190

配当金の支払額 △510 △699 △1,074

少数株主への配当金の支払額 △64 △65 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △569 △750 △1,606

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 △88 △32

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減(△)額 2,700 △5,116 △2,208

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高 25,900 23,691 25,900

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

28,600 18,575 23,691
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(5）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

営業利益又は営業損

失(△)
2,722 20 23 △123 39 2,682 (31) 2,650

当第１四半期（自平成20年３月１日　至平成20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
25,560 7,673 2,036 3,860 620 39,750 － 39,750

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 1 7 0 1,127 1,137 (1,137) －

計 25,560 7,675 2,044 3,860 1,747 40,887 (1,137) 39,750

営業費用 24,126 7,720 1,996 4,205 1,578 39,626 (676) 38,950

営業利益又は営業損

失(△)
1,433 △45 48 △344 169 1,260 (460) 799

前連結会計年度（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)

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
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（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 37,632 38,461 39,436

営業利益 2,650 1,685 850 1,035

経常利益 2,872 1,856 1,451 1,192

四半期純利益又は純損失
（△）

1,465 △355 436 △1,359

１株当たり四半期利益又は純

損失（△）（円）
2,324 △564 691 △2,152

総資産 102,644 103,373 103,206 100,856

純資産 76,336 76,708 76,675 75,094

１株当たり純資産 (円) 112,422 112,899 112,738 110,173

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,541 1,422 162 2,622

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,261 △803 △3,730 △3,523

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△569 △457 △688 109

現金及び現金同等物の増
減（△）額

2,700 193 △4,298 △804

現金及び現金同等物期末
残高

28,600 28,794 24,495 23,691
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平成21年２月期

第１四半期
自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日

第２四半期
自 平成20年６月１日
至 平成20年８月31日

第３四半期
自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日

第４四半期
自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日

百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 39,750 － － －

営業利益 799 － － －

経常利益 1,183 － － －

四半期純利益 170 － － －

１株当たり四半期利益（円） 270 － － －

総資産 98,599 － － －

純資産 74,179 － － －

１株当たり純資産 (円) 108,819 － － －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,750 － － －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,027 － － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△750 － － －

現金及び現金同等物の増
減（△）額

△5,116 － － －

現金及び現金同等物期末
残高

18,575 － － －
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