
平成21年２月期　第３四半期財務・業績の概況
   平成20年12月29日

上場会社名 株式会社吉野家ホールディングス 上場取引所 東証第１部

コード番号 9861 ＵＲＬ　http://www.yoshinoya-holdings.com

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　安部　修仁

問合せ先責任者　役職名 社長室長 氏名　斎藤　公利 ＴＥＬ　（03）5269－5001

（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日　～　平成20年11月30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３四半期 126,705 8.9 2,203 △57.5 2,772 △55.1 △839 －

20年２月期第３四半期 116,342 18.0 5,187 158.4 6,179 193.9 1,545 38.5

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３四半期 △1,329 －

20年２月期第３四半期 2,449 2,449

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３四半期 112,262 72,170 59.8 106,268

20年２月期第３四半期 103,206 76,675 69.0 112,738

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３四半期 6,945 △10,758 △946 18,865

20年２月期第３四半期 6,127 △5,795 △1,715 24,495

20年２月期 8,749 △9,318 △1,606 23,691

－ 1 －



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 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）　【参考】

 （％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

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

連結（新規） １社 　（株式会社どん） 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　　　　　　　　　　　　：　有

（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

  当第3四半期連結会計期間における外食業界を取り巻く環境は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混

乱の影響から、景気は後退局面に入ってまいりました。また、実質所得の低迷から消費マインドが悪化しており、顧客

獲得に向けた外食企業間競争の激化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。

  当第3四半期連結会計期間において、売上高は1,267億5百万円（対前年同四半期増減率8.9％、103億63百万円の増加）、

営業利益は22億3百万円（同△57.5％、29億83百万円の減少）、経常利益は27億72百万円（同△55.1％、34億7百万円の

減少）、四半期純損失は8億39百万円（前年同期は15億45百万円の四半期純利益）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】

　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、㈱吉野家は、当期より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292店舗まで拡大いたしました。また、9月には「牛すき鍋定食」のブラッシュアップ、10月には

「秋の牛丼週間」キャンペーンを実施いたしました。店舗展開につきましては、当期68店舗を出店し、不振店等15店舗

を閉鎖した結果、国内総店舗数は1,089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、積極的なフランチャイズ募集活動の結果、新たに当期

4店舗のフランチャイズ店舗の出店を果たしました。また、中国においては今年設立いたしました福建吉野家快餐有限

公司が9月2日に1号店（元洪城店）を開店いたしました。その他のエリアを加えた店舗展開につきましては、当期52店

舗を出店し、不振店等9店舗を閉鎖しました。その結果、海外の吉野家の総店舗数は344店舗となり、国内外を合わせた

吉野家の当第3四半期末における総店舗数は1,433店舗となりました。

　以上の結果、牛丼関連事業の売上高は772億78百万円（対前年同四半期増減率1.2％、9億18百万円の増加）、営業利

益は46億13百万円（同△18.2％、10億23百万円の減少）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は、ファミリーレストラン店23店舗を全店閉鎖することとなりま

した。店舗展開につきましては、12店舗を出店し、不振店を28店舗閉鎖した結果、総店舗数は380店舗となりました。

　以上の結果、寿司関連事業の売上高は230億85百万円（対前年同四半期増減率△2.1％、5億1百万円の減少）、営業損

失は2億31百万円（前年同期は1億4百万円の営業利益）となりました。

　【スナック関連事業】

　㈱ピーターパンコモコは、顧客意見等を取り入れた季節商品の販売や「たい焼半額セール」を実施いたしました。店

舗展開につきましては、当期16店舗の出店をし、不振店等を19店舗閉鎖した結果、店舗数は269店となりました。㈱新

杵を加えたスナック関連事業の総店舗数は298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59億5百万円（対前年同四半期増減率△3.4％、2億5百万円の減少）、営業

損失は34百万円（前年同期は36百万円の営業損失）となりました。

　【その他飲食事業】

　㈱どんは、「どん業態」では西日本地区において10月よりドリンクバーを全店に設置、メニューアレンジが楽しめる

「ＤｏｎＤｏｎハンバーグ」の導入やランチタイムには日替わりメニューを新たに導入いたしました。また、「フォル

クス業態」では上期に好評を得たブレッドバーを新たに2店舗に設置しました。「しゃぶしゃぶどん亭」では新店開店

に向けた準備を進めてまいりました。店舗展開につきましては、総店舗数189店舗となりました。

　㈱はなまるは、ショッピングセンター店舗でのうどん定期券の販売と朝食時間帯営業の拡大が功を奏し、既存店売上

高が102.9％と前年を上回りました。店舗展開につきましては、45店舗の出店をし、不振店4店舗を閉鎖した結果、店舗

数は250店舗となりました。

　㈱アール・ワンは、新・醤油ラーメン（300円）やセットメニューの導入、福島工場の生産性の改善等に取組みコス

ト削減を図りました。店舗展開につきましては、出店はなく、不振店24店舗を閉鎖した結果、店舗数は88店舗となりま

した。

  ㈱上海エクスプレス、㈱千吉、「おかずの華」を加えた、その他飲食事業の総店舗数は587店舗となりました。

　以上の結果、その他飲食事業の売上高は190億3百万円（対前年同四半期増減率106.8％、98億13百万円の増加）、営

業損失は13億24百万円（前年同期は4億65百万円の営業損失）となりました。
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　【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も、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56億72百万円（対前年同四半期増減率67.0％、22億75百万円の増加）、営業利

益は4億97百万円（同358.8％、3億89百万円の増加）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期末における財政状態につきましては、総資産は㈱どんの新規連結により前連結会計年度末と比較して114

億6百万円増加し、1,122億62百万円となりました。負債は㈱どんの新規連結に伴う借入金の増加などにより143億30百

万円増加し、400億92百万円となりました。純資産は29億24百万円減少し、721億70百万円となりました。

　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。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額(43億28百万円）、退職給付引当金の減少（1億22百万円）

等の減少要因があった一方で、固定資産減損損失（15億55百万円）、減価償却費（35億38百万円）、たな卸資産の減少

（29億80百万円）等により、69億45百万円の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収（4億88百万円）及び有形固定資産の売却による収入（4億

8百万円）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（83億25百万円）、無形固定資産の取得（10

億93百万円）及び差入保証金の差入による支出（8億13百万円）等により、107億58百万円の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金返済による支出（15億72百万円）及び配当金の支払（13億30百万

円）等により、9億46百万円の減少となりました。

　以上の結果、当第3四半期末における現金及び現金同等物は、換算差額を差引し、期末残高は期首残高より48億26百

万円減少し、188億65百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成21年2月期の業績予想につきましては平成20年10月10日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

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）

 株式会社　どん

　㈱どんは、平成20年8月26日付けの株式（16.4％）追加取得により議決権の所有割合が51.5％となったため、連結の

範囲に含めております。

　これにより、㈱どんは持分法適用会社から連結子会社に異動しております。

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　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

  表示方法の変更

　前第3四半期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連結会計期間より独立掲記しております。
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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３四半期末
平成19年11月30日

当第３四半期末
平成20年11月30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 24,744 19,915 23,791

受取手形及び売掛金 4,106 4,063 4,110

たな卸資産 8,067 4,506 7,191

その他 2,796 3,710 2,508

貸倒引当金 △34 △25 △25

流動資産合計 39,680 38.4 32,170 28.7 37,576 37.3

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,913 25,724 18,814

土地 9,903 11,329 9,901

その他 3,971 5,011 3,964

有形固定資産合計 31,788 30.8 42,066 37.5 32,680 32.4

無形固定資産

のれん 2,357 4,265 723

その他 2,043 3,093 2,044

無形固定資産合計 4,400 4.3 7,359 6.5 2,768 2.7

投資その他の資産

投資有価証券 1,899 955 2,570

差入保証金 14,190 16,797 14,435

その他 11,651 13,442 11,143

貸倒引当金 △393 △499 △294

投資損失引当金 △11 △27 △23

投資その他の資産合計 27,336 26.5 30,667 27.3 27,831 27.6

固定資産合計 63,525 61.6 80,092 71.3 63,280 62.7

資産合計 103,206 100.0 112,262 100.0 100,856 100.0
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科目

前第３四半期末
平成19年11月30日

当第３四半期末
平成20年11月30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 5,372 7,137 4,944

短期借入金 2,145 5,206 2,094

未払法人税等 2,481 1,265 2,613

役員賞与引当金 35 47 89

賞与引当金 1,264 1,590 1,141

その他 8,753 10,578 8,143  

流動負債合計 20,053 19.4 25,826 23.0 19,026 18.8

Ⅱ　固定負債

社債 － 316 －

長期借入金 1,555 8,715 1,707

退職給付引当金 1,904 2,093 1,858

役員退職慰労引当金 178 225 187

その他 2,839 2,915 2,981

固定負債合計 6,477 6.3 14,266 12.7 6,735 6.7

負債合計 26,530 25.7 40,092 35.7 25,762 25.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

資本金 10,265 9.9 10,265 9.1 10,265 10.2

資本剰余金 11,153 10.8 11,153 9.9 11,153 11.1

利益剰余金 56,435 54.7 52,911 47.1 55,076 54.6

自己株式 △5,945 △5.7 △5,946 △5.2 △5,945 △5.9

株主資本合計 71,908 69.7 68,384 60.9 70,549 70.0

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差
額金

257 0.2 △4 △0.0 26 0.0

為替換算調整勘定 △987 △0.9 △1,286 △1.1 △1,017 △1.0

評価・換算差額等合計 △730 △0.7 △1,291 △1.1 △990 △1.0

Ⅲ　新株予約権 0 0.0 － － － －

Ⅳ　少数株主持分 5,498 5.3 5,077 4.5 5,535 5.5

純資産合計 76,675 74.3 72,170 64.3 75,094 74.5

負債純資産合計 103,206 100.0 112,262 100.0 100,856 100.0
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日

当第３四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 116,342 100.0 126,705 100.0 155,779 100.0

Ⅱ　売上原価 45,276 38.9 48,577 38.3 60,950 39.1

売上総利益 71,066 61.1 78,128 61.7 94,828 60.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 65,879 56.6 75,924 59.9 88,606 56.9

営業利益 5,187 4.5 2,203 1.8 6,222 4.0

Ⅳ　営業外収益 1,444 1.2 1,119 0.9 1,773 1.1

受取利息 94 89 139

受取配当金 121 18 126

賃貸収入 391 399 489

受取手数料 122 129 160

持分法による投資利益　 44 － 25

営業補償金 373 200 473

雑収入 296 281 359

Ⅴ　営業外費用 451 0.4 549 0.5 624 0.4

支払利息 61 125 87

投資有価証券運用損 66 7 90

賃貸費用 270 272 341

持分法による投資損失 － 63 －

雑損失 53 80 105

経常利益 6,179 5.3 2,772 2.2 7,372 4.7
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科目

前第３四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日

当第３四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 281 0.2 254 0.2 374 0.3

固定資産売却益 179 192 179

投資有価証券売却益 7 － 8

評定済資産戻入益 93 61 168

契約解約益 － － 18

Ⅶ　特別損失 2,350 2.0 2,429 1.9 4,221 2.7

固定資産除却損 513 567 781

固定資産売却損 0 36 10

減損損失 560 1,555 2,323

投資有価証券売却損 15 － 948

投資有価証券評価損 1,188 77 83

契約解約損 28 16 37

貸倒引当金繰入額 42 166 －

投資損失引当金繰入額 － 4 11

訴訟費用 － － 23

会員権評価損 － 4 －

税金等調整前四半期（当
期）純利益

4,110 3.5 597 0.5 3,526 2.3

法人税、住民税及び事業
税

3,239 2.8 2,464 2.0 3,472 2.2

法人税等調整額 △867 △0.7 △335 △0.3 △363 △0.2

少数株主利益又は
少数株主損失(△）

192 0.1 △692 △0.5 230 0.2

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
1,545 1.3 △839 △0.7 186 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３四半期連結会計期間（自平成19年3月1日　至平成19年11月30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 － － △1,072 － △1,072

四半期純利益 － － 1,545 － 1,545

自己株式の処分 － 12 － 178 190

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）

－ 12 473 178 663

平成19年11月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,153 56,435 △5,945 71,908

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

四半期連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － － － － △1,072

四半期純利益 － － － － － 1,545

自己株式の処分 － － － － － 190

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）
637 △86 551 0 126 677

四半期連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（百万円）

637 △86 551 0 126 1,341

平成19年11月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

257 △987 △730 0 5,498 76,675
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当第３四半期連結会計期間（自平成20年3月1日　至平成20年11月30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 － － △1,325 － △1,325

四半期純損失 － － △839 － △839

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）

－ － △2,164 △0 △2,165

平成20年11月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

10,265 11,153 52,911 △5,946 68,384

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 － － － － △1,325

四半期純損失 － － － － △839

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）
△31 △269 △300 △458 △759

四半期連結会計期間中の変動額
合計　　　　　　　（百万円）

△31 △269 △300 △458 △2,924

平成20年11月30日　残高
　　　 　　　（百万円）

△4 △1,286 △1,291 5,077 72,170
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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）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前第３四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日

当第３四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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

4,110 597 3,526

減価償却費 2,640 3,538 3,770

のれん償却額 463 368 629

貸倒引当金の増減(△)額 49 149 △58

賞与引当金の増減(△)額 140 203 17

退職給付引当金の増減(△)額 △152 △122 △197

役員退職慰労引当金の増減(△)額 △572 △10 △563

役員賞与引当金の増減（△）額 △11 △41 42

受取利息及び受取配当金 △215 △107 △265

支払利息 61 125 87

持分法による投資損益(△） △44 63 △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 7 90

会員権評価損 － 4 －

固定資産除売却損益(△) 331 411 612

減損損失 560 1,555 2,323

売上債権の増（△)減額 △242 259 △246

たな卸資産の増（△）減額 △1,865 2,980 △991

仕入債務の増減（△）額 408 785 △14

未収入金の増（△）減額 164 △34 99

その他の資産・負債の増減(△)額 1,125 481 1,112

小計 8,214 11,292 10,970

利息及び配当金の受取額 216 105 273

利息の支払額 △62 △124 △90

法人税等の支払額 △2,241 △4,328 △2,405

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,127 6,945 8,749
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区分

前第３四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日

当第３四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 △11,180 △912 △12,547

定期預金の払戻しによる収入 11,021 99 12,542

有形固定資産の取得による支出 △4,950 △8,325 △6,638

有形固定資産の売却による収入 37 408 39

無形固定資産の取得による支出 △256 △1,093 △381

固定資産の撤去による支出 △41 △212 △73

有価証券の償還による収入 502 － －

投資有価証券の取得による支出 △779 △60 △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

差入保証金の差入による支出 △496 △813 △926

差入保証金の回収による収入 237 488 397

貸付による支出 △330 △433 △382

貸付金の回収による収入 405 255 471

投資不動産の取得による支出 △750 － △753

投資不動産の売却による収入 412 － 412

連結範囲の変更を伴う関係会社株
式取得による支出

－ △202 △625

関係会社出資による支出　 △195 △69 －

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 － 5 △195

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,795 △10,758 △9,318
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区分

前第３四半期
自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日

当第３四半期
自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 △31 △222 △142

長期借入金の返済による支出 △829 △1,572 △916

長期借入による収入 100 2,250 400

社債の償還による支出 － △8 －

自己株式取得による支出 － △0 －

自己株式売却による収入 190 － 190

配当金の支払額 △1,081 △1,330 △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 △1,715 △946 △1,606

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △66 △32

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減(△)額 △1,404 △4,826 △2,208

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 25,900 23,691 25,900

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

24,495 18,865 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３四半期（自平成19年３月１日　至平成19年11月30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
76,359 23,583 6,085 9,190 1,123 116,342 － 116,342

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 2 26 － 2,273 2,302 (2,302) －

計 76,359 23,586 6,111 9,190 3,397 118,645 (2,302) 116,342

営業費用 70,723 23,482 6,148 9,655 3,288 113,297 (2,141) 111,155

営業利益又は営業損

失(△)
5,636 104 △36 △465 108 5,348 (160) 5,187

当第３四半期（自平成20年３月１日　至平成20年11月30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
77,260 23,079 5,889 19,003 1,471 126,705 － 126,705

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

17 6 15 0 4,200 4,240 (4,240) －

計 77,278 23,085 5,905 19,003 5,672 130,945 (4,240) 126,705

営業費用 72,664 23,317 5,940 20,328 5,175 127,425 (2,923) 124,502

営業利益又は営業損

失(△)
4,613 △231 △34 △1,324 497 3,520 (1,316) 2,203

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

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 39,845 47,109 －

営業利益 799 1,206 196 －

経常利益 1,183 1,309 280 －

四半期純利益又は純損失
（△）

170 △739 △270 －

１株当たり四半期利益又は純

損失（△）（円）
270 △1,171 △428 －

総資産 98,599 112,749 112,262 －

純資産 74,179 73,461 72,170 －

１株当たり純資産 (円) 108,819 107,865 106,268 －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,750 4,080 1,114 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,027 △1,984 △2,746 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△750 △91 △105 －

現金及び現金同等物の増
減（△）額

△5,116 2,031 △1,741 －

現金及び現金同等物期末
残高

18,575 20,607 18,865 －
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