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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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 ％

22年2月期第3四半期 136,617 ― △474 ― △185 ― △2,343 ―

21年2月期第3四半期 126,705 8.9 2,203 △57.5 2,772 △55.1 △839 ―

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3四半期 △3,711.00 ―

21年2月期第3四半期 △1,329.00 ―

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3四半期 111,667 68,936 57.4 101,464.00
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3四半期  64,060百万円 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  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 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） 

詳細は、「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。 
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） 22年2月期第3四半期 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3四半期  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3四半期 631,359株 21年2月期第3四半期 631,359株



1.連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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・所得環境は改善傾向になく、節約志向の高

まりから個人消費の減少が依然として続いているなか、低価格化を推し進める企業が相次ぐなど顧客獲得に向けた企

業間競争は激しさを増しており、厳しい経営環境に直面しています。 

このような環境の中、吉野家ホールディングスグループにおきましては、現在の経営環境をグループ全体で共有

し、新たなコンセプトへの取組みを開始いたしました。今後の更なる環境悪化にも対応し、目標達成に向けスピード

感を持って推進してまいりました。 

しかしながら、主要事業の既存店売上高の減少等から事業の収益性が悪化した結果、当第３四半期連結累計期間の

業績は、連結売上高は1,366億17百万円、連結営業損失４億74百万円、連結経常損失１億85百万円、連結四半期純損失

23億43百万円となりました。 

連結売上高     1,366億17百万円 （前年同期差   99億11百万円） 

連結営業損失       ４億74百万円 （前年同期差  △26億77百万円） 

連結経常損失        １億85百万円 （前年同期差  △29億58百万円） 

連結四半期純損失     23億43百万円 （前年同期差  △15億３百万円） 

なお、前年同期差は参考として記載しております。 

主な事業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442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」をショッピングセンターのフードコートを中心に出店しております。しかしながら、景気

悪化による消費者の外食を控える傾向は依然として強く来客数が減少したため、既存店売上高は前年同期比5.3%減と

なりました。店舗展開につきましては、当期75店舗を出店し、不振店等18店舗を閉鎖した結果、国内総店舗数は1,159

店舗となりました。 

一方、海外におきましては、中国の基盤強化を図りつつ、一方でインドネシアにおける現地企業とフランチャイズ

契約を９月９日に締結いたしました。2010年2月に首都であるジャカルタでの1号店を皮切りに５年以内に10店体制を

構築する計画であります。店舗展開につきましては、当期53店舗を出店し、不振店等12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391店舗となり、国内外をあわせた「吉野家」の当期末における総店舗数は1,550

店舗となりました。 

牛丼関連事業連結売上高   778億93百万円 

牛丼関連事業連結営業利益  17億８百万円 

《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と、上方鮨のブラッシュアップ

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、鮨の鮮度管理システムの導入を行いました。しかし、景気低迷等の影響を受

け、客数が伸び悩んだことから、既存店売上高は前年同期比9.0％減となりました。店舗展開につきましては、当期16

店舗を出店し、不振店を11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   197億22百万円 

寿司関連事業連結営業損失   ３億88百万円 

《ステーキ関連事業》 

「ステーキのどん」業態におきましては、O-157による食中毒事故の発生により、当第３四半期の売上高・収益は前

年同期と比べ大幅に減少いたしました。事故後に工場の原料入荷時検査や、加工時殺菌の万全な衛生管理体制を構築

し、12月より中止しておりましたメニュー（カットステーキ）の販売を再開しております。今後は、お客様からの信

頼回復と売上回復に努めてまいります。「しゃぶしゃぶどん亭」「フォルクス」両業態におきましても、景気悪化等

の影響が想定以上のものとなり、㈱どんの既存店売上高は前年同期比14.0％減となりました。店舗展開につきまして

は、当期10店舗を開店し、不振店等を4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  187億45百万円 

ステーキ関連事業連結営業損失 15億40百万円 

  

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



《うどん関連事業》 

㈱はなまるにおきましては、店舗運営力ならびに収益力の強化を図ると共に、天ぷら等の商品のブラッシュアップ

を図りましたが、競合店の新規参入が相次ぐなど競争激化等により、既存店売上高は前年同期比2.1%減となりまし

た。店舗展開につきましては、当期14店舗を出店し、不振店を2店舗閉鎖した結果、店舗数は265店舗となりました。

また、㈱千吉を加えたうどん関連事業の総店舗数は277店舗となりました。 

うどん関連事業連結売上高   109億85百万円 

うどん関連事業連結営業利益    ７億89百万円 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産1,116億67百万円、負債の部合計427億31百万円とな

り、純資産の部合計は689億36百万円となりました 

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３四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113億98百万円となりました。 

 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44億99百万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24億60百万円及びたな卸資産の増加額45億22百万円などの減少要因により25億71百万円の減少とな

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76億95百万円、差入保証金の差入

     による支出８億76百万円及び定期預金の預入による支出４億58百万円などにより82億86百万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65億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31億７百万円及び配当金の支払額12億69百万円などの減少要因により20億43百万円の増加と

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、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

細につきましては平成21年10月８日に発表いたしました「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

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３四半期連結

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



累計期間の営業損失、経常損失、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３四半期

連結累計期間の営業損失、経常損失、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３四半期連結累計

期間の営業損失、経常損失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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,932 19,981

受取手形及び売掛金 3,593 4,414

商品及び製品 1,726 2,077

仕掛品 71 64

原材料及び貯蔵品 7,356 2,455

その他 3,580 3,234

貸倒引当金 △22 △28

流動資産合計 28,237 32,198

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,236 25,960

その他（純額） 15,426 14,947

有形固定資産合計 43,662 40,907

無形固定資産   

のれん 3,575 3,994

その他 3,465 3,531

無形固定資産合計 7,041 7,526

投資その他の資産   

投資有価証券 922 933

差入保証金 17,145 16,938

繰延税金資産 2,520 1,475

その他 12,452 13,020

貸倒引当金 △315 △557

投資損失引当金 － △36

投資その他の資産合計 32,726 31,774

固定資産合計 83,429 80,208

資産合計 111,667 112,406

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,685 6,321

短期借入金 2,608 2,032

1年内返済予定の長期借入金 3,700 3,545

リース債務 333 30

未払法人税等 1,189 2,528

賞与引当金 1,191 1,357

役員賞与引当金 46 86

店舗閉鎖損失引当金 494 －

その他 8,928 9,357

流動負債合計 24,179 25,260



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年２月28日) 

固定負債   

社債 300 316

長期借入金 12,242 8,954

リース債務 1,048 108

退職給付引当金 1,939 2,042

役員退職慰労引当金 － 235

その他 3,021 2,810

固定負債合計 18,551 14,468

負債合計 42,731 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 50,257 53,959

自己株式 △5,946 △5,946

株主資本合計 65,730 69,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △10

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △1,669 △1,595

評価・換算差額等合計 △1,670 △1,605

少数株主持分 4,876 4,851

純資産合計 68,936 72,678

負債純資産合計 111,667 112,406



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 136,617

売上原価 51,534

売上総利益 85,082

販売費及び一般管理費 85,557

営業損失（△） △474

営業外収益  

受取利息 51

受取配当金 17

受取賃貸料 371

持分法による投資利益 38

雑収入 505

営業外収益合計 985

営業外費用  

支払利息 250

賃貸費用 254

雑損失 192

営業外費用合計 696

経常損失（△） △185

特別利益  

固定資産売却益 59

投資有価証券売却益 17

評定済資産戻入益 215

受取和解金 71

特別利益合計 364

特別損失  

固定資産除却損 349

減損損失 1,497

店舗閉鎖損失引当金繰入額 494

その他 297

特別損失合計 2,639

税金等調整前四半期純損失（△） △2,460

法人税、住民税及び事業税 1,730

法人税等調整額 △1,355

法人税等合計 375

少数株主損失（△） △493

四半期純損失（△） △2,343



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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損失（△） △2,460

減価償却費 4,499

のれん償却額 774

貸倒引当金の増減額（△は減少） △247

賞与引当金の増減額（△は減少） △163

退職給付引当金の増減額（△は減少） △103

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） △39

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 250

持分法による投資損益（△は益） △38

投資有価証券売却損益（△は益） △17

固定資産除売却損益（△は益） 302

減損損失 1,497

店舗閉鎖損失引当金繰入額 494

売上債権の増減額（△は増加） 857

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,522

仕入債務の増減額（△は減少） △619

その他 533

小計 692

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △247

法人税等の支払額 △3,087

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,571

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 △458

定期預金の払戻による収入 131

有形固定資産の取得による支出 △7,013

有形固定資産の売却による収入 205

無形固定資産の取得による支出 △681

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 △876

差入保証金の回収による収入 575

貸付けによる支出 △221

貸付金の回収による収入 244

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 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,286



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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 △649

短期借入金の純増減額（△は減少） 590

長期借入れによる収入 6,500

長期借入金の返済による支出 △3,107

社債の償還による支出 △16

子会社の自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △1,269

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,775

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 11,398



 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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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 

 77,858  19,715  18,745  10,985  5,872  2,294  1,144  136,617     -  136,617

(2）セグメ

ント間

の内部

売上高

又は振

替高 

 34  6     - -  19     -  2,971  3,032  (3,032) - 

計  77,893  19,722  18,745  10,985  5,891  2,294  4,116  139,649  (3,032)  136,617

営業利益 

又は営業損失

（△） 

 1,708  △388  △1,540  789  △72  △608  150  38  △512  △474

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。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月1日～11月30日） 

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日）  

 区分   金額（百万円）
百分比

  （％）

Ⅰ 売上高   126,705 100.0 

Ⅱ 売上原価   48,577 38.3

売上総利益   78,128 61.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   75,924 59.9 

営業利益    2,203 1.8 

Ⅳ 営業外収益  

1. 受取利息   89      

2. 受取配当金  18      

3. 賃貸収入   399      

4. 受取手数料   129      

5. 営業補償金  200      

6. その他   281  1,119  0.9 

Ⅴ 営業外費用       

1. 支払利息  125      

2. 投資有価証券運用損  7      

3. 賃貸費用  272      

4. 持分法による投資損失   63      

5. その他   80  549    0.5 

経常利益   2,772    2.2 

Ⅵ 特別利益     

1. 固定資産売却益       192    

2. 評定済資産戻入益       61      254 0.2 

Ⅶ 特別損失      

1. 固定資産除却損  567

2. 固定資産売却損         36     

3. 減損損失       1,555    

4. 投資有価証券評価損       77     

5. 契約解約損       16     

6. 貸倒引当金繰入額       166     

7. 投資損失引当金繰入額       4     

8. 会員権評価損       4      2,429 1.9

税金等調整前四半期純利益     597 0.5

法人税、住民税及び事業税       2,464     

法人税等調整額       △335    2,129 1.7

少数株主損失（△）       △692 △0.5

四半期純損失（△）       △839 △0.7



前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11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      

  税金等調整前四半期純利益  597

  減価償却費  3,538

  のれん償却額  368

  貸倒引当金の増加額  149

  賞与引当金の増加額  203

  退職給付引当金の減少額 △122

  役員退職慰労引当金の減少額 △10

  役員賞与引当金の減少額 △41

  受取利息及び受取配当金 △107

  支払利息  125

  持分法による投資損失  63

  投資有価証券評価損  77

  投資有価証券運用損  7

   会員権評価損  4

  固定資産除売却損  411

  減損損失  1,555

  売上債権の減少額  259

  たな卸資産の減少額  2,980

  仕入債務の増加額  785

  未収入金の増加額 △34

  その他資産・負債の増加額  481

 小計  11,292

   利息及び配当金の受取額   105

  利息の支払額 △124

  法人税の支払額 △4,328

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,945



   

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30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 △912

  定期預金の払戻しによる収入  99

  有形固定資産の取得による支出 △8,325

  有形固定資産の売却による収入  408

  無形固定資産の取得による支出 △1,093

  固定資産の撤去による支出 △212

  投資有価証券の取得による支出 △60

  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 △813

  差入保証金の回収による収入  488

  貸付による支出 △433

  貸付金の回収による収入  255

  連結範囲の変更を伴う関係会社 
  株式取得による支出  

△202

  関係会社出資による支出 △69

  非連結子会社清算による収入  106

  その他  5

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,758

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の純減少額 △222

  長期借入金の返済による支出   △1,572

  長期借入による収入   2,250

  社債の償還による支出   △8

  自己株式の取得による支出 △0

  配当金の支払額 △1,330

  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 △946

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △66

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △4,826

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四半期末残高  18,865



  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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 
 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

営業利益 

又は営業損失

（△） 

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

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、ステーキ・しゃぶしゃぶの店頭

販売、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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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