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特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ 
  
  当社は、下記のとおり特別損失を計上することとなりましたので、その概要をお知らせするとと

もに、最近の業績動向等を踏まえ、平成 20 年４月 10 日に公表いたしました平成 21 年２月期（平

成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日）の業績予想を、下記のとおり修正いたしますので合わせ

てお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 特別損失の計上見込み 

  固定資産の減損に係る会計基準に基づき、当社グループの資産（建物及び構築物、工具器具備品、

その他）につき減損損失を計上の見込であります。 

 

 連結 個別 

減損損失の計上額 42百万円 42百万円

 

 

２．平成 21 年２月期中間期業績予想の修正 

(1) 平成 21 年２月期中間期連結業績予想数値の修正（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） 
  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,835 71 89 42

今回修正予想（Ｂ） 4,707 45 33 △25

増減額（Ｂ－Ａ） △128 △26 △56 △67

増減率（％） △2.6 △36.6 △62.9 －

（ご参考） 

前期中間実績（平成 20 年２月期） 
4,731 93 132 84

 

 

(2) 平成 21 年２月期中間期個別業績予想数値の修正（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） 
  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,760 85 105 50

今回修正予想（Ｂ） 4,595 34 25 △29

増減額（Ｂ－Ａ） △165 △51 △80 △79

増減率（％） △3.5 △60.0 △76.2 －

（ご参考） 

前期中間実績（平成 20 年２月期） 
4,489 58 95 62



 

３．平成 21 年２月期業績予想の修正 

(1) 平成 21 年２月期連結業績予想数値の修正（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日） 
  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 10,020 241 310 152

今回修正予想（Ｂ） 9,705 77 76 10

増減額（Ｂ－Ａ） △315 △164 △234 △142

増減率（％） △3.1 △68.0 △75.5 △93.4

（ご参考） 

前期実績（平成 20 年２月期） 
9,425 218 309 170

   

   

(2) 平成 21 年２月期個別業績予想数値の修正（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日） 
  （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 9,764 223 296 145

今回修正予想（Ｂ） 9,426 60 61 2

増減額（Ｂ－Ａ） △338 △163 △235 △143

増減率（％） △3.5 △73.1 △79.4 △98.6

（ご参考） 

前期実績（平成 20 年２月期） 
8,953 147 236 128

 

 

 

４．修正の理由  

(1) 中間期業績予想  

  ① 中間期連結業績予想 

    売上高につきましては、平成 20 年４月 10 日公表の業績予想（以下、「期初予想」と記載しま

す）に対し、128 百万円減収の 4,707 百万円となる見込みであります。これは、飲食事業におい

て、景気悪化に伴う個人消費の低迷が著しく、店舗売上高が期初予想に対し 3.8%減となったた

めであります。なお、連結子会社の株式会社ジェイブライダルは期初予想に対し 37.4％増収、

株式会社ジェイメディックスは期初予想に対し 30.5％増収の見込みでありますが、飲食事業の

売上高未達により、連結売上高は 2.6％の減収となる見込みであります。 

原価率につきましては、原材料価格が上昇傾向にありますが、メニュー改定やレシピの見直

し、漁港からの直送による仕入ルートの開拓などの取り組みが奏功し、飲食事業において期初

予想に比べ 0.5％改善する見込みであります。これらの結果、連結での売上総利益は、期初予想

に比べ 96 百万円減少する見込みであります。 

    販売費及び一般管理費につきましては、一部経費削減の取り組みに成果がありましたが、水

道光熱費の値上がりなどの影響もあり、期初予想に対し 2.1％減の 70 百万円減少に留まり、

3,333 百万円となる見込みであります。 

    上記の結果、営業利益につきましては、期初予想を 26 百万円下回り 45 百万円となる見込み

であります。また、経常利益につきましては、協賛金収入が期初予想に比べ減少する見込みで

あることから、期初予想を 56 百万円下回り 33 百万円となる見込みであります。 

    中間純利益につきましては、前述の特別損失を計上する見込みであることから、期初予想を

67 百万円下回り 25 百万円の中間純損失となる見込みであります。 

 

  ② 中間期個別業績予想 

    中間期個別業績予想につきましては、連結子会社に関わる要因を除き、上記と同じ理由によ

り、売上高が 4,595 百万円（期初予想に比べ 165 百万円減少）、販売費及び一般管理費が 1.8％



減の 58 百万円減少する見込みであることから、営業利益が 34 百万円（同 51 百万円減少）、経

常利益が 25 百万円（同 80 百万円減少）、中間純損失が 29 百万円（同 79 百万円減少）となる見

込みであります。 

 

 

(2) 通期業績予想 

  ① 連結業績予想 

    連結業績予想につきましては、米国経済の低迷や物価の上昇傾向など最近の経済情勢におい

て個人消費の急速な回復は見込めず、厳しい経営環境が続くと予想されることから、直近の業

績を勘案し、売上高を期初予想に比べ 3.1％減の 9,705 百万円に修正いたします。 

また、原材料価格の高騰や水道光熱費の値上がりなど、物価が上昇傾向にある経済環境を考

慮し、営業利益を 77 百万（期初予想に比べ 68.0％減）、経常利益を 76 百万円（同 75.5％減）

に修正するとともに、前述の特別損失の計上により、当期純利益を 10 百万円（同 93.4％減）に

修正いたします。 

 

  ② 個別業績予想 

    個別業績予想につきましては、連結業績予想と同じ理由により、売上高を 9,426 百万円（期

初予想に比べ 3.5％減）、営業利益を 60 百万円（同 73.1％減）、経常利益を 61 百万円（同 79.4％

減）、当期純利益を２百万円（同 98.6％減）に修正いたします。 

 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

以 上 


