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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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 ％

22年2月期第2四半期 92,826 16.6 232 △88.4 405 △83.7 △391 ―

21年2月期第2四半期 79,595 2.2 2,006 △53.7 2,492 △47.3 △569 ―

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

22年2月期第2四半期 △621.00 ―

21年2月期第2四半期 △901.00 ―

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

22年2月期第2四半期 110,641 71,751 60.4 105,790.00
21年2月期 112,406 72,678 60.3 107,429.00

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  66,791百万円 21年2月期  67,826百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
22年2月期 ― 1,000.00

22年2月期 
（予想）

― 1,000.00 2,000.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  有  
 

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 187,000 7.3 500 △86.0 700 △83.9 △1,300 ― △2,059.00



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  
詳細は、「定性的情報・財務諸表等 ４その他」をご覧下さい。 

(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） 

詳細は、「定性的情報・財務諸表等 ４その他」をご覧下さい。 

(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．上記の業績予想につきましては、平成21年４月14日に公表しました内容から修正をしております。詳細につきましては、本日（平成21年10月８日）別途
開示しております平成22年２月期「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．上記の業績予想は、現時点において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。 
３．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） 22年2月期第2四半期 662,405株 21年2月期  662,405株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  31,046株 21年2月期  31,046株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 631,359株 21年2月期第2四半期 631,359株



  

  当第２四半期連結累計期間における外食業界を取り巻く環境は、雇用・所得環境への不安等により個人消費の減少

が依然として続いており、顧客獲得に向けた企業間競争は激化、厳しい経営環境に直面しています。このような状況

の中、吉野家ホールディングスグループにおきましては、経営テーマを「選択と集中」から「集中」へ移行し、グル

ープ各社の独自性にさらに磨きをかける一方で、現在の環境変化に適応するための活動を実践してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は928億26百万円となりました。しかし、損益面においてはのれ

ん代償却費用等の経費増加により連結営業利益２億32百万円、連結経常利益４億５百万円、四半期純損失３億91百万

円となりました。 

  連結売上高                928億26百万円 

  連結営業利益              ２億32百万円 

  連結経常利益              ４億５百万円 

  連結四半期純損失            ３億91百万円 

主な事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

《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、積極的なエリア

開発・出店を行い、「吉野家」ブランドの浸透を図っております。 

 国内におきましては、引き続き郊外店舗を中心に家族やグループで利用しやすいテーブルサービス店舗の導入を行

い、当第2四半期連結会計期間末までで新規出店・改装店舗あわせて404店舗と拡大いたしました。また、新たな客層

の開拓に向け「そば処吉野家」を今期より本格的に出店いたしました。しかし、景気停滞等の影響に加え、新型イン

フルエンザ流行懸念等も重なり客数が伸び悩みを見せ、既存店売上高が前年を下回る結果となりました。店舗展開に

つきましては、当期45店舗を出店し、不振店等10店舗を閉鎖した結果、国内総店舗数は1,137店舗となりました。 

 一方、海外におきましては、アジア特に中国における基盤強化に向けた取組みを進めました。店舗展開におきまし

ては、当期41店舗を出店し、不振店等4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387店舗とな

り、国内外をあわせた「吉野家」の当第2四半期連結会計期間末における総店舗数は1,524店舗となりました。 

牛丼関連事業連結売上高    524億51百万円 

牛丼関連事業連結営業利益   18億33百万円 

《寿司関連事業》 

テイクアウト事業におきましては、前期に引き続き夕方以降の江戸前鮨の販売強化に取組みました。イートイン事

業におきましては、全皿105円均一回転鮨「うおえもん」の業態確立に向けて、オペレーションの見直しや商品の入

れ替え等を進めました。しかし、消費マインドの低迷等の影響を受け、今期に入り客数が大幅に減少し、この減少分

を種々の販促活動やコスト削減により補おうと試みましたが、思うような効果に繋がらず営業損失となりました。店

舗展開につきましては、当期13店舗を出店し、不振店を8店舗閉鎖した結果、総店舗数は373店舗となりました。 

寿司関連事業連結売上高   132億61百万円 

寿司関連事業連結営業損失   ３億25百万円 

《ステーキ関連事業》 

「ステーキのどん」業態は、7月にメニュー刷新を図り、ステーキとハンバーグを中心とした品質向上・味の追求

に取組んでまいりました。また、「しゃぶしゃぶどん亭」業態では今期より積極出店を図り、7店舗の出店を果たし

ました。しかし、メイン業態である「ステーキのどん」業態の既存店売上高前年比は消費マインドの低迷等の影響か

ら89.6％と大きく下回りました。店舗展開につきましては、8店舗を出店し、不振店等を2店舗閉鎖した結果、総店舗

数195店舗となりました。 

ステーキ関連事業連結売上高  132億31百万円 

ステーキ関連事業連結営業損失 ７億97百万円  

 また、㈱どんの13店舗において食中毒事故が発生し、該当店舗は平成21年９月に数日間の営業停止処分を受けまし

た。安全対策として焼成方法の変更を行うと同時に該当する商品及び関連する食材を使用したメニューにつきまして

は全店舗で販売を中止しております。また、工場におきましては、入荷商品につき更なる殺菌方法の検討、店舗につ

きましては、安全衛生再点検を全店で実施中であり、再発防止に向けて更なる食の安全に向けた管理体制の確立と社

員教育を進め、お客様の信頼を回復し、業績の改善に向けて行動してまいります。 

なお、㈱どんでは、平成22年２月期第２四半期の四半期報告書における継続企業の前提に関する事項について注記

することを決議しております。  

《うどん関連事業》 

㈱はなまるでは、店舗運営力ならびに収益力の強化を図ると共に、かきあげ・牛肉のブラッシュアップを図り、既

存店売上高前年比100.4%と前年を上回る結果となりました。店舗展開につきましては、当期12店舗を出店し、不振店

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



を1店舗閉鎖した結果、店舗数は264店舗となりました。㈱千吉を加えたうどん関連事業の総店舗数は276店舗とな

りました。 

うどん関連事業連結売上高   71億93百万円 

うどん関連事業連結営業利益   ４億67百万円 

  当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産1,106億41百万円、負債の部合計388億90百万

円となり、純資産の部合計は717億51百万円となりました。 

また、連結キャッシュフローの状況におきましては以下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の残高は、換算差額を加え122億99百万円となりまし

た。 

  

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費29億36百万円などの増加要因があったものの、税金等調整前

四半期純損失６億57百万円及びたな卸資産の増加額33億41百万円などの減少要因により５億44百万円の減少とな

りました。 

 ②投資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・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出56億3百万円、差入保証金の差入 

     による支出５億26百万円及び定期預金の預入による支出４億5百万円などにより61億30百万円の減少となりまし

た。 

   ③財務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・フローは、長期借入れによる収入15億円などの増加要因があった一方で、長期借入

金の返済による支出23億33百万円及び配当金の支払額６億39百万円などの減少要因により12億56百万円の減少と

なりました。  

  

  平成22年2月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における実績が予想を下回ったことを

勘案し、平成21年４月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想から、売上高、営

業利益、経常利益及び当期純利益をそれぞれ下方修正いたしました。 

  なお、修正業績予想につきましては平成21年10月７日付で第２四半期累計期間の「業績予想の修正に関するお

知らせ」、また本日発表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

   法人税等並びに繰延税金資産およ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、前連結会計年度末以降に経営環境、かつ、一次差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末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、あるいは繰延税金資産の回収可能性に関して前連結会計年度末以降に経営環境等、

または、タックスプランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを使用する方法によっております。  

  

①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。 

 ②重要な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、国内連結会社は主として市場性のある肉について

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

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



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、貯蔵品については 終仕入原価法を

採用しておりましたが、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日公表分）が適用されたことに伴い、主として原価法（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り下げの方法）により算定しております。なお、これによる当第２四半期連結

累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純損失及びセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。 

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会） 、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる当第２四半期

連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純損失及びセグメント情報に与える影響は軽微で

あります。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 ④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

（実務対応報告18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによる当第２四半期連結累計

期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。  

  



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８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,788 19,981

受取手形及び売掛金 3,711 4,414

商品及び製品 1,786 2,077

仕掛品 54 64

原材料及び貯蔵品 6,145 2,455

その他 3,109 3,234

貸倒引当金 △16 △28

流動資産合計 27,580 32,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,868 25,960

その他（純額） 15,893 14,947

有形固定資産合計 43,762 40,907

無形固定資産   

のれん 3,716 3,994

その他 3,529 3,531

無形固定資産合計 7,245 7,526

投資その他の資産   

投資有価証券 938 933

差入保証金 17,024 16,938

繰延税金資産 2,663 1,475

その他 11,755 13,020

貸倒引当金 △291 △557

投資損失引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 32,053 31,774

固定資産合計 83,061 80,208

資産合計 110,641 112,406

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,126 6,321

短期借入金 2,635 2,032

1年内返済予定の長期借入金 3,767 3,545

リース債務 227 30

未払法人税等 1,232 2,528

賞与引当金 1,379 1,357

役員賞与引当金 31 86

その他 8,426 9,357

流動負債合計 24,827 25,260



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

固定負債   

社債 300 316

長期借入金 7,951 8,954

リース債務 812 108

退職給付引当金 1,967 2,042

役員退職慰労引当金 － 235

その他 3,031 2,810

固定負債合計 14,062 14,468

負債合計 38,890 39,728

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,265 10,265

資本剰余金 11,153 11,153

利益剰余金 52,821 53,959

自己株式 △5,946 △5,946

株主資本合計 68,294 69,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16 △10

為替換算調整勘定 △1,519 △1,595

評価・換算差額等合計 △1,503 △1,605

少数株主持分 4,959 4,851

純資産合計 71,751 72,678

負債純資産合計 110,641 112,406



（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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 92,826

売上原価 34,967

売上総利益 57,858

販売費及び一般管理費 57,625

営業利益 232

営業外収益  

受取利息 35

受取配当金 9

受取賃貸料 247

持分法による投資利益 27

雑収入 320

営業外収益合計 640

営業外費用  

支払利息 163

賃貸費用 169

雑損失 134

営業外費用合計 468

経常利益 405

特別利益  

固定資産売却益 12

投資有価証券売却益 17

評定済資産戻入益 125

受取和解金 71

特別利益合計 227

特別損失  

固定資産除却損 321

減損損失 815

その他 153

特別損失合計 1,290

税金等調整前四半期純損失（△） △657

法人税、住民税及び事業税 978

法人税等調整額 △815

法人税等合計 162

少数株主損失（△） △428

四半期純損失（△） △391



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 46,032

売上原価 17,295

売上総利益 28,737

販売費及び一般管理費 28,342

営業利益 395

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 1

受取賃貸料 109

持分法による投資利益 15

雑収入 212

営業外収益合計 357

営業外費用  

支払利息 82

賃貸費用 80

雑損失 78

営業外費用合計 241

経常利益 511

特別利益  

固定資産売却益 7

評定済資産戻入益 41

受取和解金 71

特別利益合計 121

特別損失  

固定資産除却損 162

減損損失 307

その他 117

特別損失合計 587

税金等調整前四半期純利益 45

法人税、住民税及び事業税 439

法人税等調整額 343

法人税等合計 783

少数株主損失（△） △211

四半期純損失（△） △526



（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３月１日 
 至 平成21年８月31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損失（△） △657

減価償却費 2,936

のれん償却額 508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △278

賞与引当金の増減額（△は減少） 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △235

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54

受取利息及び受取配当金 △44

支払利息 163

持分法による投資損益（△は益） △27

投資有価証券売却損益（△は益） △17

固定資産除売却損益（△は益） 314

減損損失 815

売上債権の増減額（△は増加） 739

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,341

仕入債務の増減額（△は減少） 801

その他 424

小計 1,996

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △171

法人税等の支払額 △2,416

営業活動によるキャッシュ・フロー △544

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △405

定期預金の払戻による収入 123

有形固定資産の取得による支出 △5,150

有形固定資産の売却による収入 138

無形固定資産の取得による支出 △453

有形固定資産の除却による支出 △145

差入保証金の差入による支出 △526

差入保証金の回収による収入 314

貸付けによる支出 △115

貸付金の回収による収入 144

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△42

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,130



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △366

短期借入金の純増減額（△は減少） 594

長期借入れによる収入 1,500

長期借入金の返済による支出 △2,333

社債の償還による支出 △8

子会社の自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △639

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,874

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 399

現金及び現金同等物の期首残高 19,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,299



 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３月１日 至 平成21年８月31日） 

 （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 

３. 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」４.(３).②に記載のとお

り、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日公表分)を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（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〕

  
牛丼 

関連事業 
(百万円) 

寿司 
関連事業 
(百万円) 

ステーキ
関連事業 
 (百万円)

うどん
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 

 52,431  13,257  13,231  7,193  4,079  1,789  843  92,826     ―  92,826

(2）セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高 

 20  4     ― ―  13     ―  2,118  2,156  (2,156) ― 

計  52,451  13,261  13,231  7,193  4,092  1,789  2,961  94,982  (2,156)  92,826

営業利益 

又は営業損失

（△） 

 1,833  △325  △797  467  44  △451  112  884  (651)  232

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 

ステーキ関連事業 ステーキ、しゃぶしゃぶの店頭販売 

うどん関連事業 さぬきうどん、カレーうどんの店頭販売 

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 
持ち帰り惣菜、石焼ビビンバの店頭販売、ラーメンの店頭販売、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、業務用クリーニング 



  

４. 事業区分の変更  

 事業区分の方法につきましては、従来、ステーキ・しゃぶしゃぶの店頭販売、さぬきうどん・カレーう

どんの店頭販売を「その他飲食事業」に含めておりましたが、ステーキ・しゃぶしゃぶの店頭販売につきま

しては、売上高割合が増加したことにより、さぬきうどん・カレーうどんの店頭販売につきましては、営業

利益割合が増加したことにより、事業の状況をより適切に反映した情報を開示するため、第１四半期連結会

計期間よりステーキ・しゃぶしゃぶの店頭販売につきましては「ステーキ関連事業」、さぬきうどん・カレ

ーうどんの店頭販売につきましては「うどん関連事業」として独立して表示することといたしました。 

    また、従来、㈱上海エクスプレスが運営しておりました中華・西洋料理の宅配業につきましては「その

他飲食事業」に含めておりましたが、平成21年３月31日の全株式譲渡にともない「その他飲食事業」から外

れております。  

    第１四半期連結会計期間より、上海吉野家快餐有限公司、福建吉野家快餐有限公司、㈱石焼ビビンパ、

㈱三幸舎ランドリーセンターにつきましては、重要性が増したため新たに連結の範囲に含めることといたし

ました。それにともない上海吉野家快餐有限公司、福建吉野家快餐有限公司の事業を「牛丼関連事業」に、

㈱石焼ビビンパの事業を「その他飲食事業」に、㈱三幸舎ランドリーセンターの事業を「その他の事業」に

含めて表示しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔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3月1日 
至 平成20年8月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        79,595  100.0

Ⅱ 売上原価        30,623  38.5

売上総利益        48,972  61.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        46,965  59.0

営業利益        2,006  2.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  63            

２．受取配当金  10            

３．賃貸収入  245            

４．受取手数料  89            

５．営業補償金  201            

６．その他  192  803  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  38            

２．賃貸費用  160            

３．持分法による投資損失  69            

４．その他  49  318  0.4

経常利益        2,492  3.1

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  184            

２．評定済資産戻入益  36  220  0.3

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  386            

２．固定資産売却損  16            

３．減損損失  1,551            

４．投資有価証券評価損  77            

５．契約解約損  12            

６．貸倒引当金繰入額  115            

７．投資損失引当金繰入額  4            

８．会員権評価損  4  2,169  2.7

税金等調整前中間純利益        543  0.7

法人税、住民税及び事業税  1,584            

法人税等調整額 △51  1,533  1.9

少数株主損失（△）       △420 △0.5

中間純損失（△）       △569 △0.7

        



  

（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3月1日 
至 平成20年8月31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  543

減価償却費  2,132

のれん償却額   114

貸倒引当金の増加額  69

賞与引当金の増加額  215

退職給付引当金の減少額 △92

役員退職慰労引当金の減少額 △20

役員賞与引当金の減少額 △54

受取利息及び受取配当金 △73

支払利息  38

持分法による投資損失  69

投資有価証券評価損  77

会員権評価損   4

固定資産除売却損益   218

減損損失   1,551

売上債権の減少額  153

たな卸資産の減少額  2,655

仕入債務の増加額  467

未収入金の増加額 △48

その他資産・負債の増加額  128

小計  8,150

利息及び配当金の受取額    73

利息の支払額  △40

法人税の支払額 △2,353

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,830



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年3月1日 
至 平成20年8月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △863

定期預金の払戻しによる収入  13

有形固定資産の取得による支出 △5,768

有形固定資産の売却による収入   301

無形固定資産の取得による支出 △977

固定資産の撤去による支出 △98

投資有価証券取得による支出 △48

投資事業組合分配金による収入     1

差入保証金の差入による支出 △467

差入保証金の回収による収入   196

貸付による支出 △309

貸付金の回収による収入  180

連結範囲の変更を伴う関係会社株式
取得による支出 

△202

非連結子会社清算による収入   106

その他  △75

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,012

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額  285

長期借入金の返済による支出 △870

長期借入による収入   500

自己株式の取得による支出  △0

配当金の支払額  △692

少数株主への配当金の支払額  △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △841

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △3,084

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  23,691

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  20,607

    



前中間連結会計期間（自 平成20年３月1日 至 平成20年８月31日） 

 （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  

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、当社におい

て発生するグループ管理費用に係る営業費用であります。 

前中間連結会計期間（自 平成20年３月1日 至 平成20年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年３月1日 至 平成20年８月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

営業利益 

又は営業損失

（△） 

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

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 
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  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



  

  

  

６．その他の情報
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