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１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 79,595 2.2 2,006 △53.7 2,492 △47.3 △211 －

19年８月中間期 77,881 25.1 4,336 334.0 4,728 447.8 1,109 394.1

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 円

20年８月中間期 △334 －

19年８月中間期 1,758 1,758

20年２月期 296 296

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 △69百万円 19年８月中間期 1百万円 20年２月期 25百万円

(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８月中間期 113,367 74,175 60.4 108,432

19年８月中間期 103,373 76,708 69.0 112,899

20年２月期 100,856 75,094 69.0 110,173

（参考）自己資本 20年８月中間期 68,459百万円 19年８月中間期 71,279百万円 20年２月期 69,558百万円

(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８月中間期 5,830 △8,012 △841 20,607

19年８月中間期 5,964 △2,064 △1,027 28,794

20年２月期 8,749 △9,318 △1,606 23,691

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

円 円 円
20年２月期 900 1,100 2,000

21年２月期 1,000 －
2,000

21年２月期（予想） － 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）

（％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 １株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円

通期 180,000 15.5 5,100 △18.0 5,600 △24.0 50 △73.2 79
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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）　有

新規 １社 （株式会社どん） 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）中間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（中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、24ページ「表示方法の変更」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８月中間期 662,405株 19年８月中間期 662,405株 20年２月期 662,405株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 31,046株 19年８月中間期 31,045株 20年２月期 31,045株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27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８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 1,530 △96.6 607 △84.9 728 △83.5 △1,648 －

19年８月中間期 45,417 34.6 4,017 792.1 4,423 522.8 1,204 206.4

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円  

20年８月中間期 △2,611  

19年８月中間期 1,909  

20年２月期 △3,289  

（注）当社は平成19年10月１日付けで適格分社型分割による会社分割を行い純粋持株会社へ移行しており、平成19

年８月中間期の実績は、分社前の㈱吉野家ディー・アンド・シーの経営成績及び財政状態を、平成20年２月

期の経営成績につきましては、平成19年９月30日までの㈱吉野家ディー・アンド・シーの経営成績及び10月

１日以降の㈱吉野家ホールディングスの経営成績の合算値を表示しております。

従いまして各決算期の経営成績及び財政状態を比較しますと数値は大きく変動しております。

(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８月中間期 64,268 63,452 98.7 100,501  

19年８月中間期 81,325 69,675 85.7 110,358  

20年２月期 67,828 65,804 97.0 104,227  

（参考）自己資本 20年８月中間期 63,452百万円 19年８月中間期 69,675百万円 20年２月期 65,804百万円

 

㈱吉野家ホールディングス （9861） 平成 21 年２月期中間決算短信
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①当中間期の概況

  当中間連結会計期間における外食業界を取り巻く環境は、原油及び穀物価格の高騰や金融市場の混乱等により、

景気の先行き不透明感が一層増してきております。また、相次いで起きた食品の偽装問題等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、消費行動の変化や、顧客獲得に向けた外食企業間競争

の激化、さらには労働力不足等により経営環境は一層厳しさを増しております。このような厳しい経営環境下では

ありますが、当社グループにおきましては、グループ各社の経営資源を有効活用しグループ企業価値の最大化の実

現に向け、様々な活動に取組んでまいりました。

　当中間連結会計期間において、売上高は795億95百万円（対前年中間期増減率2.2％、17億14百万円の増加）、営

業利益は20億６百万円（同△53.7％、23億29百万円の減少）、経常利益は24億92百万円（同△47.3%、22億35百万円

の減少）、中間純損失は２億11百万円（対前年中間期増減額13億20百万円の減少）となりました。

　　事業の種類別セグメントの業績概況は次の通りです。

 　《牛丼関連事業》

牛丼関連事業におきましては、国内の「吉野家」を中心に、海外における「吉野家」についても、積極的な出

店を行っております。

　国内におきましては、㈱吉野家が、３月20日に牛丼の24時間販売を再開いたしました。また、新たな取組みと

して郊外型店舗を中心としてテーブルサービス店舗の本格導入を行い、新規出店・改装店舗併せて206店舗まで拡

大いたしました。この他、「豚生姜焼定食」「牛焼肉定食」のブラッシュアップを実施いたしました。店舗展開

につきましては、49店舗を出店し、不振店等12店舗を閉鎖した結果、国内総店舗数は1,073店舗となりました。

　一方、海外におきましては、ヨシノヤアメリカ・グループは、全米での吉野家事業拡大に向け積極的なフラン

チャイズ募集活動を開始いたしました。台湾吉野家は、より一層のブランド力向上を目指し、牛丼の品質の向上

と牛丼メニューの増加（特盛の全店導入等）を実施いたしました。中国その他のエリアを加えた店舗展開につき

ましては、37店舗を出店し、不振店等８店舗を閉鎖いたしました。その結果、海外の吉野家の総店舗数は330店舗

となり、国内外を合わせた吉野家の当中間期末における総店舗数は1,403店舗となりました。

　以上の結果、牛丼関連事業の売上高は510億27百万円（前年同期比98.9％、５億48百万円の減少）、営業利益は

31億64百万円（同71.5％、12億60百万円の減少）となりました。

 　《寿司関連事業》

テイクアウト業態では、既存の店舗において、夕方以降の江戸前鮨強化策を実施する等の販売強化を行うこと

により堅調に推移しました。一方、イートイン業態について、特に郊外型店舗がガソリン価格高騰等の影響を受

けて苦戦し、㈱京樽全体では、既存店売上高前年同期比98.4%となりました。店舗展開につきましては、７店舗を

出店し、不振店を５店舗閉鎖した結果、総店舗数は398店舗となりました。

　以上の結果、寿司関連事業の売上高は153億90百万円（前年同期比97.9％、３億26百万円の減少）、営業損失は

１億５百万円（１億77百万円の減少）となりました。

 　《スナック関連事業》

㈱ピーターパンコモコは、既存業態のメニューの絞込み、価格改定を実施いたしました。店舗展開につきまし

ては、10店舗の出店をし、不振店等を16店舗閉鎖した結果、店舗数は266店舗となりました。㈱新杵を加えたス

ナック関連事業の総店舗数は297店舗となりました。

　以上の結果、スナック関連事業の売上高は40億42百万円（前年同期比95.1％、２億８百万円の減少）、営業利

益は53百万円（同80.0％、13百万円の減少）となりました。

 　《その他飲食事業》

㈱はなまるは、「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、店舗展開につきましては、24店舗の出店をし、不振店３店舗を閉鎖した結果、店舗数は

230店舗となりました。

　㈱上海エクスプレスは、既存店売上高の回復を図ると共に不採算店舗の閉鎖に取組み、店舗展開につきまして

は、不振店２店舗を閉鎖した結果、店舗数は22店舗となりました。

　「おかずの華」は、定番商品の品質向上とあわせて時間帯に応じた品揃えの強化を図り、また新タイプ（対面

方式）の店舗出店も行いました。店舗展開につきましては、７店舗の出店をし、不振店１店舗を閉鎖した結果、

店舗数は24店舗になりました。

　㈱アール・ワンは、時間帯メニューの開発と共に、コスト削減を図り赤字幅の縮小に取組み、不振店21店舗を

閉鎖した結果、店舗数は91店舗となりました。

　㈱千吉は、不振店１店舗を閉鎖した結果、店舗数は12店舗となり、その他飲食事業の総店舗数は376店舗となり

ました。
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　以上の結果、その他飲食事業の売上高は80億10百万円（前年同期比141.5％、23億48百万円の増加）、営業損失

は５億74百万円（３億75百万円の減少）となりました。

　なお、持分法適用関連会社である㈱どんの発行済株式総数の過半数を取得し、連結子会社とすることを目的に

公開買付を実施し、８月26日に完了いたしました。

 　《その他の事業》

㈱ＭＲサービスは、㈱吉野家の店舗設備工事・営繕の受注に加え、グループ外での取引増加により売上高を伸

ばしました。また、㈱コンスタンツについては、グループ内の不動産管理業務を中心に活動を行ってまいりまし

た。

　以上の結果、その他の事業の売上高は40億57百万円（前年同期比191.9％、19億42百万円の増加）、営業利益は

４億８百万円（同892.6％、３億62百万円の増加）となりました。

②当期の見通し

　当期の見通しにつきましては、金融市場の混乱や原油価格の高騰、食料品の値上げ等により、消費者の消費意欲

は一層減退することが予測され、外食への消費の回復は期待できず、今後もこの傾向はしばらく継続するものと考

えております。また、当グループ会社の事業再編と減損処理の実行、更には原材料費の高騰や労働力不足といった

負の要因等も加わって、当社の当初計画を下回る見込みとなります。以上の結果、通期の連結業績の見通しは平成

20年10月３日に公表いたしました「特別損失の発生及び中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、

売上高は1,800億円（対前年同期増減率15.5％）、営業利益51億円（同△18.0％）、経常利益56億円（同△24.0％）、

当期純利益50百万円（同△73.2％）となる見込みであります。

　このような状況下ではありますが、経営テーマ「選択と集中」に対して果敢に取組み、グループ各社の経営資源

を有効活用し、グループ企業価値の最大化の実現に向け、取組んでまいります。当社グループは平成19年10月に持

株会社制に移行し、市場環境の変化に対してグループとして最適な対応が可能となるよう、今後も更なる体制の整

備を進めてまいります。

　なお、各事業の施策につきましては、牛丼関連事業は、国内吉野家のテーブルサービス店舗の積極的な出店を行

いつつ、従来型のカウンター形式の店舗との最適な棲み分けに向け開発の新基準を策定することに加え、立地・客

層に合わせたメニュー構成を見直すことで売上、利益の増加を目指します。また、中国については、６月５日に中

国福建省に現地資本と合弁で福建吉野家快餐有限公司を設立し、９月２日に１号店（元洪城店）を開店いたしまし

た。

　寿司関連事業につきましては、京樽のテイクアウト業態では、新商品の開発や立地特性に合わせて営業時間の延

長、店舗改装を継続して実施し、イートイン業態については、郊外に展開しているファミリーレストラン店舗を11

月末までに全店閉鎖し、新業態の100円均一の回転鮨やグルメ系回転鮨の「海鮮三崎港」や鮨専門店の「すし三崎

丸」を関西圏も含め、積極的に出店を行ってまいります。

　スナック関連事業につきましては、㈱ピーターパンコモコ、㈱新杵共に、引き続き新業態開発に取り組み、積極

的な出店を行ってまいります。

　その他飲食事業につきましては、㈱はなまるでは食用油の値上げにより、10月より全店で天ぷらを一律10円値上

げすることとなりました。小麦価格は高騰を続けておりますが、うどん価格は当面据え置き、同時に出し汁のブラッ

シュアップを図ってまいります。㈱アール・ワンではセットメニューの見直しを実施すると共に、引き続きコスト

削減を図り、業績改善に注力いたします。なお、前述した㈱どんの連結子会社化により、当下期から同社の業績を

連結見通しに反映いたしております。

　その他事業につきましては、㈱ＭＲサービスにおいては、㈱吉野家以外の新規取引先の拡大を図っていきます。

　上記の見通しは、当社グループが現時点までに入手可能な情報から判断して、合理的であるとした一定の条件に

基づいたものです。実際の業績は、様々な要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

(2) 財政状態に関する分析

財政状態

　当中間連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産1,133億67百万円（前連結会計年度末増減額125億10百万

円増加）、負債の部合計391億91百万円（同134億29百万円増加）となり、純資産の部合計は741億75百万円（同９億18

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。

　当中間連結会計期間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30億84百万円減少

し、206億７百万円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額(23億53百万円）、退職給

付引当金の減少（92百万円）等の減少要因があった一方で、固定資産減損損失（10億８百万円）、減価償却費（21

億32百万円）、たな卸資産の減少（26億55百万円）等により、58億30百万円の増加となりました。前中間連結会計

期間と比べて１億34百万円の減少となりましたが、これは主に、税金等調整前当期純利益の減少（14億76百万円）、
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投資有価証券評価損（11億11百万円)等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

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収（１億96百万円）及び有

形固定資産の売却による収入（３億１百万円）等の増加要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出（57

億68百万円）及び差入保証金の差入による支出（４億67百万円）等により、80億12百万円の減少となりました。前

中間連結会計期間と比べて59億47百万円減少となりましたが、これは主に、前中間連結会計期間よりも有形固定資

産の取得による支出の増加（34億91百万円）、関係会社株式取得による支出（２億２百万円）等の減少要因による

ものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金返済による支出（８億70百万円）

及び配当金の支払（６億92百万円）等により、８億41百万円の減少となりました。前中間連結会計期間と比べて１

億86百万円の増加となりましたが、これは主に、長期借入による収入（４億70百万円）によるものであります。

平成18年８月
中間期

平成19年８月
中間期

平成20年８月
中間期

平成19年２月期 平成20年２月期

自己資本比率 70.7％ 69.0％ 60.4％ 70.1％ 69.0％ 

時価ベースの自己資本比率 134.9％ 114.2％ 64.5％ 125.1％ 109.5％ 

債務償還年数 1.4年 0.3年 0.3年 0.8年 0.4年 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
42.0倍 124.5倍 145.0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

（中間期の債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２））

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、中間期末（期末）株価終値×中間期末（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．債務償還年数の算出にあたって、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めました㈱どんに関しましては

除外して算出しております。

　(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、１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。

　当中間期の配当金に関しましては、当初の業績予想を下回りましたが、当初の予想配当どおり１株あたり1,000円と

いたしました。また、通期の配当予想については、１株あたり年間2,000円（中間期1,000円、期末1,000円）の配当を

予定しております。
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(4）事業等のリスク

　第51期有価証券報告書（平成20年５月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略

しております。

　当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　　　　　　  　　　http://www.yoshinoya-holdings.com/ir/index.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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２．企業集団の状況
 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、純粋持株会社制を導入しており、当社、子会社18社、関連会社２社

およびその他の関係会社１社により構成されております。当社は、持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定、

経営とリスク管理、ＩＲ等の対外説明、資金管理等の機能を集約したグループ本社機能を担う会社であります。当社グ

ループの主な事業の内容に関しましては、牛丼のファストフード店「吉野家」を主軸に和風ファーストフード、回転寿

司、ステーキレストラン等の外食事業を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

　なお、事業区分は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

事業区分 主要な商品等の名称 主要な会社

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等および肉、米、
タレ等の食材並びに弁当箱等の包材および備品

㈱吉野家
㈱九州吉野家
㈱四国吉野家
㈱沖縄吉野家
㈱北海道吉野家
ヨシノヤアメリカ・インク
ヨシノヤニューヨーク・インク
台湾吉野家(股)

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰りおよび回転寿司
㈱京樽
㈱関山

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

㈱ピーターパンコモコ
㈱新杵

その他飲食事業
ステーキ・しゃぶしゃぶ、さぬきうどん、ラー
メン、カレーうどん、持ち帰り惣菜の店頭販売、
中華・西洋料理の宅配

㈱吉野家（おかずの華）
㈱千吉
㈱はなまる
㈱上海エクスプレス
㈱アール・ワン
㈱どん

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸他
㈱ＭＲサービス
㈱コンスタンツ

(注）１．㈱どんは、平成20年８月26日に議決権の16.31％を追加取得し議決権の所有割合が51.24％となったため、当中間連結会計期間より連

結の範囲に含めることといたしました。

２．当社子会社のヨシノヤアメリカ・インク、ヨシノヤウエスト・インク及びヨシノヤフランチャイズオブノースアメリカ・インク３社

につきましては、ヨシノヤウエスト・インクを存続会社とする吸収合併方式により、平成20年10月１日をもって合併いたしました。

なお、ヨシノヤウエスト・インクに関しましては合併後、ヨシノヤアメリカ・インクに商号変更しております。

 　上記グループ事業の系統図は次のとおりであります。

 

  
※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 

ス ナ ッ ク 関 連 事 業 

※１㈱ピーターパンコモコ 
※１㈱新杵 

 

一    般    顧    客 

 
牛 丼 関 連 事 業 

      （国内) 
※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) 
※３福建吉野家快餐(有) 

寿 司 関 連 事 業 

※１㈱京樽 
※１㈱関山 

そ の 他 飲 食 事 業 

※１㈱吉野家（おかずの華） 
※１㈱千吉 
※１㈱はなまる 
※１㈱上海エクスプレス 
※１㈱アール・ワン 
※１㈱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 

 

ロイヤリティ 

ロイヤリティ 

不動産の賃貸等 

 

※１㈱ＭＲサービス 
※１㈱コンスタンツ 
※３子会社２社 

そ の 他 の 事 業  

 

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、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成20年２月期決算短信（平成20年４月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を

省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　　　　　　　　　 http://www.yoshinoya-holdings.com/ir/index.html

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 

　　　　　　　　　 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

（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．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
平成19年８月31日

当中間連結会計期間末
平成20年８月31日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成20年２月29日

区分
注記
番号

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  29,053 21,694 23,791

２．受取手形及び売掛
金

3,970 4,170 4,110

３．たな卸資産 7,094 4,839 7,191

４．その他 2,249 3,165 2,508

貸倒引当金 △30 △27 △25

流動資産合計 42,338 41.0 33,843 29.9 37,576 37.3

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物  16,915 25,046 18,814

２．土地  9,839 11,333 9,901

３．その他 3,462 5,054 3,964

有形固定資産合計 30,217 29.2 41,433 36.5 32,680 32.4

(2）無形固定資産

１．のれん 2,330 4,535 723

２．その他 1,981 3,122 2,044

 無形固定資産合計 4,311 4.2 7,658 6.8 2,768 2.7

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券  1,671 980 2,570

２．差入保証金  13,893 16,592 14,435

３．その他  11,330 13,212 11,143

貸倒引当金 △377 △324 △294

投資損失引当金 △11 △27 △23

投資その他の資産
合計

26,506 25.6 30,432 26.8 27,831 27.6

固定資産合計 61,035 59.0 79,524 70.1 63,280 62.7

資産合計 103,373 100.0 113,367 100.0 100,856 100.0
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前中間連結会計期間末
平成19年８月31日

当中間連結会計期間末
平成20年８月31日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成20年２月29日

区分
注記
番号

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．支払手形及び買掛
金

6,196 6,827 4,944

２．短期借入金  2,256 5,479 2,094

３．１年以内償還予定
社債

－ 16 －

４．未払法人税等 2,350 1,863 2,613

５．賞与引当金 1,233 1,603 1,141

６．役員賞与引当金 42 35 89

７．その他  7,703 9,875 8,143

流動負債合計 19,782 19.1 25,700 22.7 19,026 18.8

Ⅱ　固定負債

　１．社債 － 324 －

２．長期借入金  1,577 7,924 1,707

３．退職給付引当金 1,924 2,124 1,858

４．役員退職慰労引当
金

800 215 187

５．その他  2,579 2,902 2,981

固定負債合計 6,882 6.7 13,491 11.9 6,735 6.7

負債合計 26,665 25.8 39,191 34.6 25,762 25.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  10,265 9.9 10,265 9.1 10,265 10.2

２．資本剰余金  11,153 10.8 11,153 9.8 11,153 11.1

３．利益剰余金  56,567 54.7 54,170 47.8 55,076 54.6

４．自己株式  △5,945 △5.7 △5,946 △5.3 △5,945 △5.9

株主資本合計  72,040 69.7 69,643 61.4 70,549 70.0

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

51 0.1 18 0.0 26 0.0

２．為替換算調整勘定 △812 △0.8 △1,202 △1.1 △1,017 △1.0

評価・換算差額等合
計

△761 △0.7 △1,184 △1.1 △990 △1.0

Ⅲ　新株予約権 0 0.0 － － － －

Ⅳ　少数株主持分 5,429 5.2 5,716 5.1 5,535 5.5

純資産合計 76,708 74.2 74,175 65.4 75,094 74.5

負債純資産合計 103,373 100.0 113,367 100.0 100,856 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前連結会計年度
要約連結損益計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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 77,881 100.0 79,595 100.0 155,779 100.0

Ⅱ　売上原価 30,423 39.1 30,623 38.5 60,950 39.1

売上総利益 47,457 60.9 48,972 61.5 94,828 60.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

　 43,121 55.3 46,965 59.0 88,606 56.9

営業利益 4,336 5.6 2,006 2.5 6,222 4.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 66 63 139

２．受取配当金 14 10 126

３．賃貸収入 260 245 489

４．受取手数料 77 89 160

５. 持分法による投資
利益

1 － 25

６．営業補償金 113 201 473

７．雑収入 188 722 0.9 192 803 1.0 359 1,773 1.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 43 38 87

２．投資有価証券運用
損

66 － 90

３．賃貸費用 184 160 341

４．持分法による投資
損失

－ 69 －

５．雑損失 36 331 0.4 49 318 0.4 105 624 0.4

経常利益 4,728 6.1 2,492 3.1 7,372 4.7
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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前連結会計年度
要約連結損益計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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

１．固定資産売却益  18 184 179

２．投資有価証券売却
益

7 － 8

３. 評定済資産戻入益 45 36 168

４．契約解約益 － 71 0.1 － 220 0.3 18 374 0.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損  249 － －

２．固定資産除却損  － 308 781

３．固定資産売却損  － 16 10

４．減損損失  561 1,008 2,323

５．投資有価証券売却
損 

 15 － 948

６．投資有価証券評価
損

1,188 77 83

７．契約解約損 24 12 37

８．貸倒引当金繰入額 24 22 －

９．投資損失引当金繰
入額 

－ 4 11

10．訴訟費用 － － 23

11．会員権評価損 － 2,064 2.7 4 1,455 1.8 － 4,221 2.7

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,734 3.5 1,257 1.6 3,526 2.3

法人税、住民税及
び事業税

2,291 1,584 3,472

法人税等調整額 △786 1,504 1.9 △51 1,533 1.9 △363 3,109 2.0

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

121 0.2 △64 △0.0 230 0.2

中間(当期）純利益
又は中間純損失
(△）

1,109 1.4 △211 △0.3 186 0.1
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成19年３月1日　至平成19年８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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △504 － △504

中間純利益 － － 1,109 － 1,109

自己株式の処分 － 12 － 178 190

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額)
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計　　　　　　　（百万円）
－ 12 605 178 796

平成19年８月31日　残高

　　　 　　　　 　（百万円）
10,265 11,153 56,567 △5,945 72,040

評価・換算差額等

新株予約権
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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △504

中間純利益 － － － － － 1,109

自己株式の処分 － － － － － 190

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
431 88 520 0 57 578

中間連結会計期間中の変動額

合計　　　　　　　（百万円）
431 88 520 0 57 1,374

平成19年８月31日　残高

　　　 　　　　 　（百万円）
51 △812 △761 0 5,429 76,708
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当中間連結会計期間（自平成20年３月1日　至平成20年８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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △694 － △694

中間純損失 － － △211 － △211

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額)
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額

合計　　　　　　　（百万円）
－ － △905 △0 △905

平成20年８月31日　残高

　　　 　　     　（百万円）
10,265 11,153 54,170 △5,946 69,643

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △694

中間純損失 － － － － △211

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額)
△8 △184 △193 180 △13

中間連結会計期間中の変動額

合計　　　　　　　（百万円）
△8 △184 △193 180 △918

平成20年８月31日　残高

　　　 　　　　 　（百万円）
18 △1,202 △1,184 5,716 74,175
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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）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,734 1,257 3,526

減価償却費 1,653 2,132 3,770

のれん償却額 300 114 629

貸倒引当金の増減
(△)額

28 △23 △58

賞与引当金の増加額 121 215 17

退職給付引当金の減
少額

△116 △92 △197

役員退職慰労引当金
の増減(△)額

49 △20 △563

役員賞与引当金の増
減（△)額

△5 △54 42

受取利息及び受取配
当金

△81 △73 △265

支払利息 43 38 87

持分法による投資損
益(△）

△1 69 △25

投資有価証券売却損 8 － 940

投資有価証券評価損 1,188 77 83

投資有価証券運用損 66 － 90

会員権評価損 － 4 －

固定資産除売却損益 231 140 612

減損損失 561 1,008 2,323

売上債権の増（△）
減額

△106 153 △246

たな卸資産の増(△)
減額

△917 2,655 △991

仕入債務の増減
（△）額

1,219 467 △14

未収入金の増（△）
減額 

136 △48 99

その他の資産・負債
の増加額

245 128 1,112

小計 7,362 8,150 10,970

利息及び配当金の受
取額

85 73 273

利息の支払額 △47 △40 △90

法人税等の支払額 △1,435 △2,353 △2,405

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

5,964 5,830 8,749
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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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

△173 △863 △12,547

定期預金の払戻しに
よる収入

13 13 12,542

有形固定資産の取得
による支出

△2,276 △5,768 △6,638

有形固定資産の売却
による収入

37 301 39

無形固定資産の取得
による支出

△151 △977 △381

固定資産の撤去によ
る支出

△24 △98 △73

投資有価証券の取得
による支出

△140 △48 △1,730

投資有価証券の売却
による収入

395 － 1,115

投資事業組合分配金
による収入

175 1 206

投資有価証券の償還
による収入 

502 － 502

差入保証金の差入に
よる支出

△367 △467 △926

差入保証金の回収に
よる収入

92 196 397

貸付による支出 △197 △309 △382

貸付金の回収による
収入

267 180 471

投資不動産の取得に
よる支出 

△27 － △753

投資不動産の売却に
よる収入

6 － 412

連結範囲の変更を伴
う関係会社株式取得
のための支出

－ △202 △625

事業の譲受による支
出

－ － △751

非連結子会社清算に
よる収入

－ 106 －

その他 △195 △75 △195

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,064 △8,012 △9,318
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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前連結会計年度要約連
結キャッシュ・フロー
計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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

79 285 △142

長期借入金の返済に
よる支出

△759 △870 △916

長期借入による収入 30 500 400

自己株式の取得によ
る支出

－ △0 －

自己株式売却による
収入

190 － 190

配当金の支払額 △505 △692 △1,074

少数株主への配当金
の支払額

△63 △64 △63

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,027 △841 △1,606

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

21 △61 △32

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減（△）額

2,894 △3,084 △2,208

Ⅵ　現金及び現金同等物期
首残高

25,900 23,691 25,900

Ⅶ　現金及び現金同等物中
間期末（期末）残高

 28,794 20,607 23,691
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

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

㈱千吉

㈱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、㈱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。

(1)連結子会社の数　　20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

㈱どん

　なお、㈱どんについては、平

成20年８月26日に議決権の

16.31％を追加取得し議決権の所

有割合が51.24％となったため、

当中間連結会計期間より連結の

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

(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２社の合計総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等は、いずれも少額

であり、中間連結財務諸表に重

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）

　非連結子会社の２社の合計総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等は、いずれも少額

であり、中間連結財務諸表に重

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）

　非連結子会社２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。
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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

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

２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

(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25

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日の第三者割当

増資の引受けによる株式取得に

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

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

(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)

福建吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

(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

　（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞ

れ中間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

　（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。

(3)持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用しております。

(3)　　　　 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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社である㈱千吉、㈱

コンスタンツの中間決算日は５

月31日であり、また、㈱京樽、

㈱上海エクスプレス、㈱はなま

る、㈱関山、㈱新杵、在外連結

子会社の中間決算日は６月30日

であります。中間連結財務諸表

の作成に当たっては、同日現在

の中間財務諸表を使用しており

ます。

　なお、中間連結決算日との間

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

外連結子会社の中間決算日は６

月30日であります。中間連結財

務諸表の作成に当たっては、同

日現在の中間財務諸表を使用し

ております。

　なお、中間連結決算日との間

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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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

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

(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

　中間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

　中間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。

　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

性の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

①有形固定資産及び投資その他

の資産（投資不動産）

(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その他

の資産（投資不動産）

(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その他

の資産（投資不動産）

定率法

　但し、平成10年４月１日以降

取得の建物につきましては、定

額法を採用しております。

定率法

　但し、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。

定率法

　但し、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。

主な耐用年数

建物及び構築物　　８年～50年

その他（機械装置及び運搬具）

　　　　　　　　　７年～13年

その他（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、当中

間連結会計期間より、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、営業利益、経常

利益および税金等調整前中間純

利益に与える影響は軽微であり

ます。

主な耐用年数

建物及び構築物　　８年～50年

その他（機械装置及び運搬具）

　　　　　　　　　７年～13年

その他（工具、器具及び備品）

　　　　　　　　　５年～６年

(追加情報)

　法人税法の改正（「所得税法

等の一部を改正する法律」(平

成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」(平成19年３月

30 日 政令第83号)）に伴い、

平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法に

よっております。当該変更に伴

う損益に与える影響は、軽微で

あります。

主な耐用年数

建物及び構築物　　８年～50年

その他（機械装置及び運搬具）

　　　　　　　　　７年～13年

その他（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、当連

結会計年度より、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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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

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ェ

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。

　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

定額法

同左

 

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。

(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

(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、その財務内容

等を検討し計上しております。

②投資損失引当金

同左

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

うち当中間連結会計期間末に負

担すべき額を計上しております。

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、当中間連結会計期間末

に負担すべき支給見込額を計上

しております。

④役員賞与引当金

同左

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。

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、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

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。

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、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

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（７～15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。

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給に備え

るため、内規に基づく中間期末

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

　なお、当社の役員退職慰労引

当金については、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ており、打

切り支給額の未払分(306百万

円)については、固定負債の「そ

の他」(長期未払金）に含めて表

示しております。

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、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。

　なお、当社の役員退職慰労引

当金については、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ております。

　これにより当連結会計年度に

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(306百万円)については、固

定負債の「その他」(長期未払

金）に含めて表示しております。
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前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

(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、中間

連結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、中間連結決算日の直

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

　

(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、連結

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。 

(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

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の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

(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

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

同左

・ヘッジ対象

借入金変動金利

・ヘッジ対象

同左

・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

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

④ヘッジの有効性の評価方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、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

消費税等の会計処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　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い

ます。

同左 同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

────── 前中間連結会計期間において「固定資産除売却損」とし

て表示しておりました「固定資産除却損」及び「固定資

産売却損」は、明瞭性の観点から当中間連結会計期間よ

り独立掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「固定資産除売却損」に含

まれる「固定資産除却損」は249百万円、「固定資産売

却損」は０百万円であります。
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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

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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

51,576 15,715 4,233 5,661 695 77,881 － 77,881

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1 17 － 1,419 1,439 (1,439) －

計 51,576 15,716 4,251 5,661 2,114 79,320 (1,439) 77,881

営業費用 47,151 15,644 4,184 5,860 2,068 74,910 (1,365) 73,545

営業利益
又は営業損失（△）

4,424 72 66 △198 45 4,410 (73) 4,336

　（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

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８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

51,027 15,386 4,030 8,009 1,141 79,595 － 79,595

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 3 12 0 2,915 2,932 (2,932) －

計 51,027 15,390 4,042 8,010 4,057 82,527 (2,932) 79,595

営業費用 47,863 15,495 3,989 8,584 3,649 79,581 (1,992) 77,588

営業利益
又は営業損失（△）

3,164 △105 53 △574 408 2,946 (939) 2,006

　（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
ステーキ・しゃぶしゃぶ、さぬきうどん、ラーメン、カレーうどん、持ち帰り惣
菜の店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（580百万円）の主なものは、純粋持株会社

移行に伴い、当社において発生するグループ管理費用に係る営業経費であります。
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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

　（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、ラーメンの店頭販売

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３．会計方針の変更

　　（当連結会計年度）

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（２）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と

比較して営業費用は牛丼関連事業で48百万円、寿司関連事業で10百万円、スナック関連事業で５百万円、そ

の他飲食事業で30百万円、その他の事業で０百万円、消去又は全社で０百万円増加し、営業利益はそれぞれ

同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における全セグメントの売上高の合計に占め

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

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における海外売上高が、いずれも連結売上高

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）

項目
前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

１株当たり純資産額（円） 112,899 108,432 110,173

１株当たり中間(当期)純利益金額
又は１株当たり中間純損失金額
（△）（円）

1,758 △334 296

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額（円） 1,758

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

296

（注）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
前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

純資産の部の合計額（百万円） 76,708 74,175 75,094

純資産の部の合計額から控除する
金額（百万円）

5,429 5,716 5,535

（うち少数株主持分） (5,429) (5,716) (5,535)

普通株式に係る中間（期末）純資
産額（百万円）

71,279 68,459 69,558

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末（期末）普通株式
の数（株）

631,359            631,359 631,360

（注）１株当たり中間(当期）純利益金額、１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(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。

項目
前中間連結会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間連結会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

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

１株当たり中間(当期)純利益金額
又は１株当たり中間純損失金額

   

中間(当期）純利益又は中間純損
失（△）（百万円）

1,109 △211 186

普通株主に帰属しない金額（百万
円） 

－ － －

普通株式に係る中間(当期）純利
益又は中間純損失（△）（百万
円） 

1,109 △211 186

 期中平均株式数（株） 630,994 631,359 631,176

    

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額

   

中間（当期）純利益調整額 （百
万円）

－ － －

 普通株式増加数 85 － 36

（うち新株予約権）  （85） － （36）

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額の算定に含めな
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

1,015 個）の概要は、「新

株予約権等の状況」及び

「ストックオプション制度

の内容」に記載のとおりで

あります。
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　（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　（開示の省略）

　中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュフロー計算書

に関する注記事項については、中間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。

　また、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につい

ても、中間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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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
平成19年８月31日

当中間会計期間末
平成20年８月31日

前事業年度要約貸借対照表
平成20年２月29日

区分
注記
番号

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 23,529 2,678 7,928

２．売掛金  1,821 166 121

３．たな卸資産 5,939 － －

４．その他 1,288 910 552

貸倒引当金 △7 － －

流動資産合計 32,571 40.1 3,756 5.8 8,601 12.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産         

１．建物 10,459 19 19

２．土地 4,722 － －

３．その他 2,550 11 12

有形固定資産合計 17,732 21.8 30 0.1 32 0.1

(2）無形固定資産 1,245 1.5 17 0.0 19 0.0

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 1,164 404 432

２．関係会社株式 10,892 55,547 52,901

３．差入保証金 9,767 202 201

４．その他  8,502 6,948 6,210

貸倒引当金 △539 △2,207 △548

投資損失引当金 △11 △431 △23

投資その他の資産
合計

29,776 36.6 60,463 94.1 59,174 87.2

固定資産合計 48,753 59.9 60,511 94.2 59,226 87.3

資産合計 81,325 100.0 64,268 100.0 67,828 100.0
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前中間会計期間末
平成19年８月31日

当中間会計期間末
平成20年８月31日

前事業年度要約貸借対照表
平成20年２月29日

区分
注記
番号

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 4,256 － －

２．未払金 1,371 － 142

３．未払法人税等 2,072 11 1,082

４．賞与引当金 828 41 29

５．役員賞与引当金 33 12 29

６．その他 1,977 183 170

流動負債合計 10,540 13.0 247 0.4 1,454 2.2

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当
金

631 － －

２．その他 477 567 569

固定負債合計 1,109 1.3 567 0.9 569 0.8

負債合計 11,649 14.3 815 1.3 2,023 3.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  10,265 12.6 10,265 16.0 10,265 15.1

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  11,139 11,139 11,139

(2）その他資本剰余
金

13 13 13

資本剰余金合計 11,153 13.7 11,153 17.4 11,153 16.5

３．利益剰余金  

(1）利益準備金 1,740 1,740 1,740

(2）その他利益剰余
金

   

別途積立金 50,500 46,500 50,500

繰越利益剰余金 1,912 △278 △1,935

利益剰余金合計  54,152 66.6 47,961 74.6 50,304 74.2

４．自己株式  △5,945 △7.3 △5,946 △9.3 △5,945 △8.8

株主資本合計  69,625 85.6 63,434 98.7 65,777 97.0

Ⅱ　評価・換算差額等       

　　その他有価証券評
価差額金

49 0.1 18 0.0 27 0.0

評価・換算差額等合
計

49 0.1 18 0.0 27 0.0

純資産合計 69,675 85.7 63,452 98.7 65,804 97.0

負債純資産合計 81,325 100.0 64,268 100.0 67,828 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日

当中間会計期間
自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日

前事業年度要約損益計算書
自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

区分
注記
番号

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 45,417 100.0 － － 52,837 99.0

Ⅱ　営業収益 － － 1,530 100.0 511 1.0

Ⅲ　売上原価  18,827 41.5 － － 21,887 41.0

売上総利益（Ⅰ－Ⅲ） 26,590 58.5 － － 30,949 58.0

Ⅳ　販売費及び一般管理費  22,572 49.7 － － 26,671 50.0

Ⅴ　営業費用  － － 923 60.3 682 1.3

営業利益 4,017 8.8 607 39.7 4,106 7.7

Ⅵ　営業外収益  546 1.2 176 11.6 839 1.5

Ⅶ　営業外費用
 
 

140 0.3 55 3.7 217 0.4

経常利益 4,423 9.7 728 47.6 4,729 8.8

Ⅷ　特別利益  3 0.0 － － 160 0.3

Ⅸ　特別損失
 

 
1,950 4.3 2,281 149.1 5,249 9.8

税引前中間純利益又は中
間（当期）純損失（△）  2,476 5.4 △1,552 △101.5 △360 △0.7

法人税、住民税及び事業
税

1,980 26 1,781

過年度未払法人税等戻入 － △24 －

法人税等調整額 △708 1,271 2.8 94 95 6.2 △66 1,715 3.2

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）

1,204 2.6 △1,648 △107.7 △2,075 △3.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８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

中間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 － －

中間純利益 － － － － － 1,204 － 1,204

自己株式の処分 － － 12 － － － 178 190

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
－ － 12 － 1,000 △299 178 891

平成19年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 13 1,740 50,500 1,912 △5,945 69,625

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △504

別途積立金の積立 － － －

中間純利益 － － 1,204

自己株式の処分 － － 190

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)
432 432 432

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
432 432 1,323

平成19年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
49 49 69,675
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当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８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

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 － － － － － △694 － △694

別途積立金の取崩し － － － － △4,000 4,000 － －

中間純損失 － － － － － △1,648 － △1,648

自己株式の取得 － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
－ － － － △4,000 1,657 △0 △2,343

平成20年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
10,265 11,139 13 1,740 46,500 △278 △5,946 63,434

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20年２月29日　残高

　　　　　　　　（百万円）
27 27 65,804

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △694

別途積立金の取崩し － － －

中間純損失 － － △1,648

自己株式の取得 － － △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)
△9 △9 △9

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
△9 △9 △2,352

平成20年８月31日　残高

　　　　　　　　（百万円）
18 18 63,452
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前事業年度の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 － －

当期純損失 － － － － － △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 － － －

当期純損失 － － △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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