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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 184,074 ― 9,636 ― 9,006 ― 5,005 ―
20年12月期第2四半期 202,891 5.3 7,254 2.6 6,854 1.1 6,192 95.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 37.64 ―
20年12月期第2四半期 46.58 ―

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 銭

21年12月期第2四半期 195,181 140,634 72.0 1,056.85
20年12月期 200,024 139,371 69.6 1,047.46

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  140,518百万円 20年12月期  139,270百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 銭

通期 355,000 △12.6 23,600 20.8 22,000 20.6 12,600 1.7 94.77



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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、５ページ、「定性的情報・財務諸表等」－「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、５ページ、「定性的情報・財務諸表等」－「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定
を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 132,960,000株 20年12月期  132,960,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  298株 20年12月期  245株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 132,959,711株 20年12月期第2四半期 132,959,802株



 当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、昨年秋の金

融危機の影響による企業業績や雇用情勢の悪化が大きく回復する兆しが見えず、経済情勢の不透明感から個人消費

の低迷が続く厳しい状況となりました。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、引き続きハンバーガーレストラン事業に経営資源を集中す

る施策を進め、概ね計画通り順調に推移いたしました。当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は

百万円（前年同期比188億16百万円減少）、営業利益は 百万円（前年同期比23億81百万円増加）、経常利益

は90億６百万円（前年同期比21億52百万円増加）、四半期純利益は50億５百万円（前年同期比11億87百万円減少）

となりました。 

 なお、今後数年以内で実施する小型店舗等の戦略的閉店（注）の一環として、当第２四半期連結累計期間に閉店

を決定した68店舗について、店舗閉鎖損失引当金繰入額７億59百万円を特別損失に計上いたしました。 

（注）戦略的閉店につきましては、下記（ハンバーガーレストラン事業）をご参照ください。 

  

（ハンバーガーレストラン事業） 

 当社グループの基幹ビジネスであるハンバーガーレストラン事業を運営する日本マクドナルド株式会社では、店

舗の基盤である高いＱＳＣ（信頼の品質、スピーディーで心地よいサービス、清潔で快適な環境）をベースに、よ

り多くのお客様にご来店いただける機会を提供することを目的に戦略的投資を継続しております。24時間営業店舗

の拡大（当第２四半期連結会計期間末現在1,774店舗）、店舗改装（当第２四半期連結累計期間改装店舗数54店

舗）により顧客基盤の拡大に努めると同時に、その時々の経済状況や時流にあったプロモーション活動によって、

マクドナルド独自のバリューの提供を行い、顧客の利用機会の増加を推進してまいりました。  

 当第２四半期連結累計期間の主要な施策は以下のとおりであります。  

① 昨年11月に関東圏で初登場後、順次販売エリアを拡大してきた「クォーターパウンダー・チーズ」「ダブルク

ォーターパウンダー・チーズ」の全国販売の開始 

②「マックホットドッグ クラシック」の販売開始による朝食メニュー“朝マック”のバラエティ強化 

③「ニンテンドーDS®」で人気ゲームキャラクターのダウンロードやスタンプラリーなどをお楽しみいただける新

サービス「マックでDS」の全国約3,200店舗への導入 

④「Value for Money」の一環として、「100円マック」メニューへの「シャカシャカチキン」「マックポーク」の

追加、平日ランチタイム限定「M Power（エムパワー）スペシャルランチセット」の販売、 不況の日本を“楽

しい”“おいしい”で元気づける思いを込めて、4月に「ENJOY \100 BACKキャンペーン」の実施、5月に定額給

付金12,000円で総額20,000円相当の商品と引き換えられる「“景気をつかもう”商品券」の販売 

⑤ 期間限定メニューとして「マックホットドッグ メガソーセージ」「マックフルーリー クッキー＆ショコラ」

「マックフルーリー ストロベリー＆オレオ®」「マックフルーリー ミルクティー＆オレオ®」、春の定番商

品「てりたま」「チーズてりたま」等の投入 

  

 また、人材開発への継続的な投資の一環として、店舗社員を対象に毎年100名程度を最長半年間英語圏のマクド

ナルド店舗へ派遣する海外研修制度を導入しております。 

 加えて、病気と闘う子どもとその家族のための宿泊施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」への支援をはじめ

とする多種多様なＣＳＲ活動もマクドナルドのブランド力を高め、顧客層の拡大に寄与しております。  

  

 店舗展開につきましては、フランチャイズ化の推進を継続し、以下のとおりとなっております。 

（注）上記区分移行には、BFLエクササイズにより売却した店舗を含んでおりません。当第２四半期連結累計期間 

  には、当該BFLエクササイズを含めて173店舗を売却し、22億59百万円（前年同期比４億３百万円減少）を売上

  高に計上しております。 

BFLエクササイズとは、BFL契約（Business Facilities Lease契約; フランチャイジーが日本マクドナルド 

  株式会社から店舗及び設備等を賃借して店舗運営を行う契約形態）のフランチャイジーが、日本マクドナルド

  株式会社へ申請することにより、同社の審査を経てコンベンショナル契約（フランチャイジーが店舗用設備を

  購入して店舗運営を行う契約形態）へ移行することであります。 

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

1,840億74

96億36

区分 
前連結会計 

年度末 
新規出店  閉店 

 区分移行(注) 当第２四半期連

結会計期間末  増加  減少 

直営店舗数 2,166店 15店  △21店  17店 △91店  2,086店  

フランチャイズ店舗数 1,588店 16店  △20店   91店 △17店  1,658店  

合計店舗数 3,754店 31店  △41店   108店 △108店  3,744店  



  

 さらに、当社グループでは、収益基盤の強化と資産効率の向上のために実施してきたこれまでの店舗のスクラッ

プ・アンド・ビルドに加え、フランチャイズ化戦略と連動した収益性とマクドナルド・ブランドの更なる向上のた

め、当第２四半期連結会計期間において、小型店舗等の戦略的閉店及び移転に着手いたしました。今後数年以内 

に、店舗規模や立地等の観点より、閉店することで経営効率及びブランドイメージを最大化することが可能な店舗

の大規模な閉店と、より採算性に優れた店舗の新設を進め、フランチャイズ店舗を含めた店舗網全体の質を高めて

いく計画であります。 

  

 上記のような活動の相乗効果により、当第２四半期連結累計期間の既存店売上高は前年同期比2.5%増加となりま

した。その結果、システムワイドセールスは前年同期比102億90百万円増加し、2,606億21百万円となりました。 

（注）システムワイドセールスとは、直営店舗とフランチャイズ店舗の合計売上高であり、連結損益計算書に記載

されている売上高とは一致いたしません。 

  

（その他の事業） 

 当社の連結子会社である株式会社エブリデイ・マックは、日本マクドナルド株式会社の店舗及び顧客に対する各

種サポート事業を行っております。これらの事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は３億63百万

円、経常利益は22百万円、四半期純利益は13百万円となりました。 

 また同じく連結子会社であるThe ＪＶ株式会社（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと共同出資、当社出資比率

70％）は、日本マクドナルド株式会社の会員向けプロモーション活動の企画及び運営を行っております。同社の当

第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は４億43百万円、経常利益は85百万円、四半期純利益は49百万円と

なりました。 

 （注）前年同期増減金額及び前年同期増減率は参考として記載しております。  

  

（財政状態の分析） 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ48億43百万円減少の1,951億81百万円

 となりました。これは、店舗運営事業の売却等の影響により有形固定資産が33億99百万円減少したこと、敷金及び

 保証金の回収により敷金及び保証金が12億47百万円減少したことなどが要因であります。  

   

（キャッシュ・フローの分析） 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

 18億31百万円増加し、116億13百万円となりました。 

    

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は、102億59百万円となりました。この主な収入要因としては、税金等調整前四半

 期純利益が81億99百万円となったこと、減価償却費を62億26百万円計上したこと及び店舗閉鎖損失引当金を７億59

 百万円計上したことがあげられます。主な支出要因としては、法人税等の支払額が38億33百万円であったこと、未

 払金が29億68百万円減少したことによる支出増があげられます。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、44億83百万円となりました。この主な支出要因としては、有形固定資産の取得

 による支出が59億２百万円であったこと、ソフトウエアの取得による支出が36億43百万円であったことがあげら 

 れ、主な収入要因としては、有形固定資産の売却による収入が41億33百万円であったことがあげられます。 

   

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、39億39百万円となりました。これは、配当金の支払額39億39百万円でありま  

 す。    

  

 平成21年12月期の連結業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本資料の公表時点において、平

成21年２月４日の決算短信で発表しました通期連結業績予想に変更はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理  

 （たな卸資産の評価方法） 

   当第２四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ

      てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

     （繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

      発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

      ス・プランニングを利用する方法によっております。 

      

    ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

     （税金費用の計算） 

       税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

      会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

      す。 

       なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

     

①四半期財務諸表に関する会計処理  

  第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

 務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半 

 期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  

    ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

      通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

     たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

          月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低 

     下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益および税金等調整

     前四半期純利益に与える影響額はありません。  

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,613 9,782

売掛金 7,909 9,853

商品 2 4

原材料及び貯蔵品 2,400 2,812

その他 7,705 8,158

貸倒引当金 △4 △1

流動資産合計 29,627 30,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,832 40,024

機械及び装置（純額） 14,110 13,889

工具、器具及び備品（純額） 9,288 9,733

土地 17,495 17,490

建設仮勘定 206 195

有形固定資産合計 77,933 81,333

無形固定資産   

のれん 1,894 1,723

ソフトウエア 16,360 14,563

その他 772 773

無形固定資産合計 19,027 17,060

投資その他の資産   

敷金及び保証金 60,663 61,910

その他 8,787 9,831

貸倒引当金 △858 △721

投資その他の資産合計 68,592 71,020

固定資産合計 165,553 169,414

資産合計 195,181 200,024



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,370 10,472

短期借入金 4,500 4,500

未払金 18,116 20,812

未払法人税等 3,564 4,078

賞与引当金 1,224 2,309

店舗閉鎖損失引当金 759 －

その他 13,403 14,917

流動負債合計 50,938 57,090

固定負債   

長期借入金 500 500

退職給付引当金 2,230 2,193

役員退職慰労引当金 131 118

その他 745 750

固定負債合計 3,608 3,562

負債合計 54,546 60,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,113 24,113

資本剰余金 42,124 42,124

利益剰余金 79,645 78,628

自己株式 △0 △0

株主資本合計 145,882 144,866

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △123 △355

土地再評価差額金 △5,240 △5,240

評価・換算差額等合計 △5,363 △5,596

少数株主持分 115 100

純資産合計 140,634 139,371

負債純資産合計 195,181 200,024



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 184,074

売上原価 151,676

売上総利益 32,398

販売費及び一般管理費 22,762

営業利益 9,636

営業外収益  

受取利息 55

未回収商品券収入 119

受取補償金 72

その他 251

営業外収益合計 497

営業外費用  

支払利息 18

貸倒引当金繰入額 149

店舗用固定資産除却損 861

その他 97

営業外費用合計 1,127

経常利益 9,006

特別利益  

移転補償金 63

特別利益合計 63

特別損失  

固定資産除却損 97

店舗閉鎖損失引当金繰入額 759

その他 14

特別損失合計 871

税金等調整前四半期純利益 8,199

法人税等 3,179

少数株主利益 14

四半期純利益 5,005



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 8,199

減価償却費 6,226

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 759

その他の引当金の増減額（△は減少） △894

未回収商品券収入 △119

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 18

固定資産除却損 514

売上債権の増減額（△は増加） 1,941

たな卸資産の増減額（△は増加） 413

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額
（△は増加）

△171

その他の資産の増減額（△は増加） 1,659

仕入債務の増減額（△は減少） △1,101

未払金の増減額（△は減少） △2,968

未払費用の増減額（△は減少） △501

その他 △46

小計 13,873

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △3,833

法人税等の還付額 232

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,259

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,902

有形固定資産の売却による収入 4,133

敷金及び保証金の差入による支出 △790

敷金及び保証金の回収による収入 1,848

貸付金の回収による収入 1

ソフトウエアの取得による支出 △3,643

その他 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,483

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △3,939

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,831

現金及び現金同等物の期首残高 9,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,613



  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）において、ハンバーガーレスト

ラン事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）において、本邦以外の国または

地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）において、海外売上高がないた

め該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

       （自 平成20年１月１日 
       至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        202,891  100.0

Ⅱ 売上原価        170,047  83.8

売上総利益        32,844  16.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        25,589  12.6

営業利益        7,254  3.6

Ⅳ 営業外収益      

   1 受取利息  50

  2 受取配当金   36

   3 受取休業補償金   52

   4 未回収商品券収入   72

   5 その他   340  552  0.3

Ⅴ 営業外費用            

  1  支払利息   39

   2  貸倒引当金繰入額   104

  3  店舗用固定資産除却損   715

  4  その他   92  952  0.5

   経常利益        6,854  3.4

Ⅵ 特別利益           

   1  貸倒引当金戻入益   70     

  2  和解金収入  1,378   

  3  投資有価証券売却益  2,545  3,994  2.0

Ⅶ 特別損失      

  1  固定資産除却損  196

  2  減損損失  19  215  0.1

税金等調整前中間純利益        10,633  5.3

法人税、住民税及び事業税  2,286        

法人税等調整額  2,152  4,438  2.2

少数株主利益        1  0.0

中間純利益        6,192  3.1

        



 
 
 
 

  

（２）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20年１月１日 
   至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益  10,633

 減価償却費  5,508

 減損損失  19

 引当金の増減額（減少：△）  △122

 未回収商品券収入  △72

 受取利息及び配当金  △87

 支払利息  39

 固定資産除却損  856

 投資有価証券売却益  △2,545

 売掛金の増減額（増加：△）  △546

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △151

 フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（増加：△）  △21

 その他の資産の増減額（増加：△）   △218

 買掛金の増減額（減少：△）  △1,241

 未払費用の増減額（減少：△）  △446

 その他の負債の増減額（減少：△）  △1,517

 その他  22

小計  10,108

 利息及び配当金の受取額     37

 利息の支払額  △30

 法人税等の支払額  △5,696

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,418

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 店舗設備等の取得による支出  △7,218

 店舗設備等の売却による収入  2,624

 投資有価証券の売却による収入  2,605

 敷金・保証金の差入れによる支出  △905

 敷金・保証金の回収による収入  2,088

 情報システムの開発による支出  △4,947

 その他  △74

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,827

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払による支出  △3,947

 自己株式の取得による支出  △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,947

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少額：△）  △5,365

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,005

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  6,639



 前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）において、ハンバーガーレストラン

事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）において、本邦以外の国または地域

に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。  

  

 前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）において、海外売上高がないため該

当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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