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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 31,883 6.6 1,941 69.9 2,145 71.9 1,012 60.7
22年3月期第2四半期 29,899 0.2 1,142 86.6 1,247 104.9 629 ―

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

23年3月期第2四半期 32.83 ―
22年3月期第2四半期 20.43 ―

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

23年3月期第2四半期 47,106 36,467 77.0 1,176.10
22年3月期 46,522 36,072 77.1 1,163.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  36,259百万円 22年3月期  35,864百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00
23年3月期 ― 8.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 16.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 60,500 0.8 2,400 5.2 2,600 3.0 1,100 △32.7 35.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は、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、多分に不確実な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、３ページ １．当四半期の連結業績等
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をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 32,009,910株 22年3月期  32,009,910株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,179,627株 22年3月期  1,179,521株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 30,830,323株 22年3月期2Q  30,831,525株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における外食業界は、雇用・所得環境の悪化を背景とする生活防衛意識が依然として根

強く、低価格化が進展する一方、付加価値のある品質の高い商品が求められる動きがみられるなど、消費者の志向が

二極化する傾向にあり、慎重な経営判断が求められる状況が続いております。 

このような中、当社グループは、「人間貢献」「社会貢献」の経営理念のもと、「食を通じて人を幸せにするこ

と」を企業目標として、お店がお客様にとってなくてはならないものとなるよう、ブランド価値のさらなる向上と期

初に掲げた計画目標の達成に向け、全社をあげて積極的に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は318億83百万円（前年同四半期比6.6％

増）、営業利益19億41百万円（同69.9％増）、経常利益21億45百万円（同71.9％増）となり、 終損益は、固定資産

除売却損18百万円、減損損失37百万円、投資損失引当金繰入額13百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

50百万円を計上した結果、四半期純利益10億12百万円（同60.7％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、営業損益については、当第１四半期連結累計期間よりセグメ

ント情報等の開示に関する会計基準の適用に伴い営業費用の配賦基準の変更を行ったため、前年同四半期比の記

載は行っておりません。 

  

＜モスバーガー事業＞ 

当第２四半期連結累計期間において当社グループの基幹事業であるモスバーガー事業では、主として以下の施策を

展開いたしました。 

(Ⅰ) 国産食材を使用した「とびきりハンバーグサンド」のシリーズ展開 

(Ⅱ) ミスタードーナツとの共同開発店舗「MOSDO（モスド）」1号店の出店（広島県） 

(Ⅲ) 他企業とのコラボレーション商品の開発・発売 

(Ⅳ) 期間限定商品「ナン」シリーズの復活発売 

(Ⅴ)  携帯メール会員やツイッターを活用した販売促進活動の推進  

  

店舗の売上につきましては、国産肉をはじめとする国産食材を使用した「とびきりハンバーグサンド」シリーズが

９月末までに累計3600万食を超える大型定番商品として好調に推移したほか、期間限定でテレビ番組や企業とのコラ

ボレーション商品、および復活商品等を発売した結果、既存店売上高の前年同四半期比は103.5％となりました。 

 株式会社ダスキンとの資本・業務提携による協働事業の一環として広島県内に初出店した両社で初めてとなる共同

店舗「MOSDO（モスド）」は、７月の新商品の追加投入なども奏功し、売上・客数とも計画を大幅に上回って推移し

ております。 

販売促進策につきましては、携帯サイトのメール会員数が9月末現在で295万人に達し、新商品やキャンペーン等の

きめ細かい情報発信に効果を上げているほか、簡易投稿サイト「ツイッター」など新たなコミュニケーションツール

を積極的に活用しました。 

 国内の店舗数につきましては、前年度に続き積極的な出店を推進しており、出店24店舗に対し閉店は6店舗で、モ

スバーガー事業の当第２四半期連結累計期間末の店舗数は1,360店舗（前連結会計年度末比18店舗増）となりまし

た。 

海外の展開につきましては、台湾176店舗(前連結会計年度末比11店舗増)、シンガポール24店舗(同増減なし)、香

港15店舗(同1店舗増)、タイ6店舗(同1店舗減)、インドネシア4店舗（同増減なし）、中国（厦門）2店舗（同1店舗

増）となり、合計で227店舗となりました。 

 これらの施策によりモスバーガー事業の売上高は299億12百万円（前年同四半期比8.5％増）、営業利益は26億62百

万円となりました。 

  

＜その他飲食事業＞ 

「マザーリーフ」「ちりめん亭」「AEN（あえん）」「あえんおそうざい」「ｃｈｅｆ’s V（シェフズブイ）」

「GREEN GRILL（グリーングリル）」の各事業を運営するその他飲食事業につきましては、「マザーリーフ」事業は

24店舗（前連結会計年度末比2店舗減）、「あえんおそうざい」事業は1店舗（同1店舗減）、「ちりめん亭」事業は

58店舗（同1店舗減）、「AEN」事業は6店舗（同増減なし）、「ｃｈｅｆ’ｓ V」および「GREEN GRILL」事業は合

計で3店舗（同増減なし）となりました。 

以上の結果、その他飲食事業の売上高は16億47百万円（前年同四半期比15.8％減）、営業損失は47百万円となりま

した。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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＜その他の事業＞ 

「モスバーガー」および「マザーリーフ」をはじめとするその他飲食の各事業を、衛生、金融、保険面で支援する

連結子会社の株式会社エム・エイチ・エスおよび株式会社モスクレジットによるその他の事業の売上高は3億23百万

円（前年同四半期比13.9％減）、営業利益は1億36百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末の465億22百万円から5億84百万円増加し、471億

6百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から12億59百万円減少し、固定資産は18億43百万円増加して

おります。流動資産が減少した主な理由は、現金及び預金、売掛金、有価証券が減少したためであります。固定

資産が増加した主な理由は、運用により投資有価証券が増加したためであります。    
   
（負債）  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ1億89百万円増加しております。この増加の

主な理由は、短期借入金が減少した一方で、買掛金、未払法人税等、資産除去債務が増加したためであります。 
  
（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ3億94百万円増加し、自己資本比率は前連

結会計年度末77.1％から当第２四半期連結会計期間末は77.0％と0.1ポイント減少しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年5月10日発表の通期連結業績予想と変更はございません。 

 なお、通期の個別業績予想につきましては、売上高475億円（今回修正はありません。）、営業利益19億円（今回

修正はありません。）、経常利益20億円（今回修正はありません。）、当期純利益12億円に修正いたしましたの

で、詳細につきましては、平成22年11月１日に開示した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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）  

 該当事項はありません。 
  
（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 

（簡便な会計処理）  

①棚卸資産の評価方法    

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。   

 また、棚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。  

 ②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ので、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。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

 該当事項はありません。  
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業利益は2,213千円、経常利益は3,140千円、税金等調整前四半期純利益は53,182千円それぞ

れ減少しております。また、当会計基準等の適用による資産除去債務の変動額は143,484千円であります。 
  
②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。これによる損益へ与える影響はありません。  

２．その他の情報
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③企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
  
④表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,471,562 6,409,199

受取手形及び売掛金 3,650,721 3,996,073

有価証券 4,792,276 5,111,003

商品及び製品 2,863,013 2,607,094

原材料及び貯蔵品 148,034 149,493

繰延税金資産 451,518 435,026

その他 1,109,613 1,039,968

貸倒引当金 △58,106 △59,754

流動資産合計 18,428,634 19,688,105

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,815,540 10,590,068

減価償却累計額 △6,476,221 △6,185,127

建物及び構築物（純額） 4,339,319 4,404,940

機械装置及び運搬具 287,946 273,030

減価償却累計額 △191,039 △182,799

機械装置及び運搬具（純額） 96,906 90,231

工具、器具及び備品 5,501,915 5,332,033

減価償却累計額 △4,393,235 △4,249,195

工具、器具及び備品（純額） 1,108,679 1,082,838

土地 1,887,723 1,895,186

建設仮勘定 65,268 52,833

有形固定資産合計 7,497,898 7,526,030

無形固定資産   

その他 707,990 807,093

無形固定資産合計 707,990 807,093

投資その他の資産   

投資有価証券 9,807,383 7,472,180

長期貸付金 2,323,032 2,539,027

差入保証金 5,357,941 5,438,827

繰延税金資産 608,566 624,067

その他 3,015,702 3,079,391

貸倒引当金 △425,139 △450,733

投資損失引当金 △215,100 △201,200

投資その他の資産合計 20,472,387 18,501,560

固定資産合計 28,678,275 26,834,684

資産合計 47,106,910 46,522,789
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,411,591 4,058,777

短期借入金 630,996 998,346

未払法人税等 877,397 621,329

賞与引当金 404,596 394,101

役員賞与引当金 － 21,500

資産除去債務 4,000 －

その他 2,148,774 2,336,944

流動負債合計 8,477,355 8,430,999

固定負債   

長期借入金 65,863 90,861

繰延税金負債 22,045 22,945

退職給付引当金 306,826 277,542

資産除去債務 139,484 －

その他 1,628,034 1,628,085

固定負債合計 2,162,253 2,019,434

負債合計 10,639,609 10,450,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,412,845 11,412,845

資本剰余金 11,100,532 11,100,532

利益剰余金 16,118,585 15,417,913

自己株式 △1,606,813 △1,606,684

株主資本合計 37,025,149 36,324,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △430,807 △150,660

為替換算調整勘定 △334,924 △309,353

評価・換算差額等合計 △765,732 △460,013

新株予約権 117,673 118,555

少数株主持分 90,210 89,207

純資産合計 36,467,301 36,072,355

負債純資産合計 47,106,910 46,522,789
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 29,899,766 31,883,252

売上原価 15,992,627 16,811,774

売上総利益 13,907,138 15,071,478

販売費及び一般管理費 12,764,188 13,129,801

営業利益 1,142,950 1,941,677

営業外収益   

受取利息 41,254 56,979

受取配当金 51,623 52,343

設備賃貸料 895,540 889,224

協賛金収入 30,975 10,347

持分法による投資利益 72,438 94,514

雑収入 106,628 82,054

営業外収益合計 1,198,462 1,185,463

営業外費用   

支払利息 7,178 8,436

設備賃貸費用 1,004,272 922,819

雑支出 82,212 50,769

営業外費用合計 1,093,663 982,025

経常利益 1,247,749 2,145,116

特別利益   

固定資産売却益 7,485 170

貸倒引当金戻入額 34,808 19,390

その他 1,617 882

特別利益合計 43,910 20,442

特別損失   

固定資産売却損 394 80

固定資産除却損 21,557 18,660

減損損失 178,142 37,231

投資損失引当金繰入額 31,100 13,900

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,042

特別損失合計 231,193 119,914

税金等調整前四半期純利益 1,060,466 2,045,644

法人税、住民税及び事業税 379,373 882,688

法人税等調整額 46,911 146,497

法人税等合計 426,284 1,029,186

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,016,458

少数株主利益 4,264 4,317

四半期純利益 629,917 1,012,140
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,060,466 2,045,644

減価償却費 1,061,167 842,674

減損損失 178,142 37,231

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,042

持分法による投資損益（△は益） △72,438 △94,514

固定資産除売却損益（△は益） 14,465 18,570

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △21,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,164 10,777

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103,902 29,283

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,815 △27,240

投資損失引当金の増減額（△は減少） 31,100 13,900

受取利息及び受取配当金 △92,878 △109,322

支払利息 7,178 8,436

売上債権の増減額（△は増加） 47,404 325,970

たな卸資産の増減額（△は増加） 344,724 △266,895

仕入債務の増減額（△は減少） △696,092 364,832

その他 △295,569 △298,273

小計 1,683,919 2,929,616

利息及び配当金の受取額 139,380 156,495

利息の支払額 △7,452 △7,226

法人税等の支払額 △156,776 △620,995

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,659,071 2,457,889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,538,320 △1,328,166

有価証券の償還による収入 300,000 1,589,868

有形固定資産の取得による支出 △270,742 △577,796

有形固定資産の売却による収入 67,540 33,077

無形固定資産の取得による支出 △81,368 △56,268

貸付けによる支出 △194,221 △105,200

貸付金の回収による収入 440,267 405,056

投資有価証券の取得による支出 △617,242 △3,884,360

投資有価証券の償還による収入 2,711 702,940

定期預金の預入による支出 △11,406 △11,410

定期預金の払戻による収入 506,900 7,328

事業譲渡による収入 17,708 －

その他 5,041 73,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,373,130 △3,151,021
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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（△は減少） 162,780 △312,820

長期借入れによる収入 70,000 －

長期借入金の返済による支出 △364,998 △74,998

自己株式の取得による支出 △1,608 △128

自己株式の売却による収入 102 －

配当金の支払額 △187,702 △310,301

その他 △39,646 △69,645

財務活動によるキャッシュ・フロー △361,072 △767,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,348 18,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,784 △1,442,058

現金及び現金同等物の期首残高 8,213,011 8,846,335

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 94,569 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,236,797 7,404,276
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該当事項はありません。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、モスバーガー事業、その他飲食事業、その

他の事業に区分しております。 

２．事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称 

    ３．当第２四半期連結累計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は、1,018,036千円であり、その主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に係る部門の費

用であります。 

    ４. 会計方針の変更  

（営業費用の配賦方法の変更）  

 営業費用の配賦方法については、従来、管理部門等に係る費用を可能な限り各セグメントに配賦してきま

したが、当第１四半期連結会計期間より、提出会社の経営管理に係る部門の費用を配賦不能営業費用とする

とともに、それ以外の営業費用については配賦基準をより適切なものに変更しております。  

 この変更は、営業費用の配賦方法を同社の経営管理の手法に即したものとし、セグメント別営業損益の実

態をより明瞭に表示するため行ったものであります。  

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期連結累計期間の営業費用は、「モスバー

ガー事業」が1,018,036千円減少、「消去又は全社」が1,018,036千円増加しております。この結果、従来の

方法に比べ「モスバーガー事業」において営業利益が同額増加し、「消去又は全社」において営業利益が同

額減少しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、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。 

  

ｃ．海外売上高 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
モスバーガ
ー事業 
（千円） 

その他飲食
事業 
（千円） 

その他の事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売  上  高             

(1) 外部顧客に対する売上高  27,567,898  1,956,598  375,269  29,899,766  －  29,899,766

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 70,829  305  567,711  638,846  △638,846  －

計  27,638,728  1,956,903  942,980  30,538,612  △638,846  29,899,766

営業利益又は営業損失（△）  2,154,295  △97,551  91,810  2,148,553  △1,005,602  1,142,950

事業区分 区分に属する主要な製品等の名称 

モスバーガー事業 

ハンバーガー、ライスバーガー、モスチキン、スープ、ドリンク等及

びパティ、バンズ、ポテト等の食材並びにカップ、パッケージ等の包

装資材 

その他飲食事業 
紅茶、ワッフル、パスタ、スイーツ、ハンバーグ、オムライス、ラー

メン、餃子、和風旬菜料理、洋風旬菜料理等 

その他の事業 
食品衛生検査、金銭貸付、保険代理、リース、人材派遣、店舗保守、

内装工事等 
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ｄ．セグメント情報 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主にフランチャイズシステムによる飲食店の事業活動を展開しております。なお、当社グル

ープは、「モスバーガー事業」、「その他飲食事業」及び「その他の事業」を報告セグメントとしております。 

「モスバーガー事業」は主に「モスバーガー」等の商標を使用した飲食事業を行っております。「その他飲食

事業」は、「マザーリーフ」「ちりめん亭」「ＡＥＮ」「ｃｈｅｆ’ｓＶ」等の商標を使用した飲食事業を行っ

ております。「その他の事業」は、上記飲食事業をサポートする衛生業、金融業、保険業、店舗保守業等を行っ

ております。 

  各報告セグメントの主な製品・サービスは、次のとおりであります。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）        （単位：千円） 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△810,162千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△810,162千円を含んでおります。全社費用の主なものは、提出会社の経営企画・経理部門等の経営管理に

係る部門の費用であります。  

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 （追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

   

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 区分に属する主要な製品等の名称 

モスバーガー事業 

ハンバーガー、ライスバーガー、モスチキン、スープ、ドリンク等及

びパティ、バンズ、ポテト等の食材並びにカップ、パッケージ等の包

装資材 

その他飲食事業 
紅茶、ワッフル、パスタ、スイーツ、ラーメン、餃子、和風旬菜料

理、洋風旬菜料理等 

その他の事業 食品衛生検査、金銭貸付、保険代理、リース、店舗保守、内装工事等 

  

         報告セグメント 
  

調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)2  

モスバーガ
ー事業 

  

その他飲食
事業 

  

その他の事
業 

  

計 
  

売  上  高             

(1) 外部顧客に対する売上高  29,912,098  1,647,936  323,217  31,883,252  －  31,883,252

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 72,411  888  501,772  575,072  △575,072  －

計  29,984,510  1,648,825  824,989  32,458,325  △575,072  31,883,252

セグメント利益又は損失（△）  2,662,098  △47,227  136,968  2,751,839  △810,162  1,941,677

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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