
                                        

各 位 

平成 24 年 5 月 25 日 

 

      会 社 名 株式会社吉野家ホールディングス 

      代 表 者 名 代表取締役社長 安部 修仁 

      コード番号 9861 東証 第 1部 

      問 合 せ 先 社長室長 斎藤 公利 

        （ TEL 03-4332-9701 ） 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 24 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 24 年４月 13 日に公表いたしました「平成 24 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正が

ありましたのでお知らせいたします。なお、訂正前と訂正後を添付し、それぞれ訂正箇所は＿線で示しており

ます。 

 

【訂正理由】  当社連結子会社である㈱京樽との平成 23 年 7 月 1 日を効力発生日とする株式交換に伴い発

生した自己株式の処分差損をその他資本剰余金より減額した結果、その他資本剰余金の残高が

負の値となっておりました。 

企業会計基準１号 12 項に沿って訂正した結果、株主資本の内訳が訂正前と比較し、その他

資本剰余金が 388 百万円増加し、繰越利益剰余金が同額減少しております。 

 
【訂正箇所】（添付資料８ページ） 

４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

〔訂正前〕 

（連結貸借対照表）                               （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（平成 23 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（平成 24 年２月 29 日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,265 10,265

  資本剰余金 11,153 10,751 

  利益剰余金 42,780 43,078 

  自己株式 △20,015 △18,089

  株主資本合計 44,183 46,005

 

〔訂正後〕 

（連結貸借対照表）                               （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（平成 23 年２月 28 日） 

当連結会計年度 

（平成 24 年２月 29 日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,265 10,265

  資本剰余金 11,153 11,139 

  利益剰余金 42,780 42,689 

  自己株式 △20,015 △18,089

  株主資本合計 44,183 46,005

 

1 
 



2 
 

 

【訂正箇所】（添付資料 12 ページ） 

４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 

〔訂正前〕 

（連結株主資本等変動計算書）                           （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（自 平成 22 年３月１日 

  至 平成 23 年２月 28 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年３月１日 

  至 平成 24 年２月 29 日）

株主資本 

（略） 

 資本剰余金 

  前期末残高 11,153 11,153

  当期変動額 

   自己株式の処分 － △401 

   当期変動額合計 － △401 

  当期末残高 11,153 10,751 

 利益剰余金 

  前期末残高 43,659 42,780

  当期変動額 

   剰余金の配当 △1,262 △1,012

   当期純利益 382 1,310

   当期変動額合計 △879 298 

  当期末残高 42,780 43,078 

 

〔訂正後〕 

（連結株主資本等変動計算書）                           （単位：百万円） 

 前連結会計年度 

（自 平成 22 年３月１日 

  至 平成 23 年２月 28 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年３月１日 

  至 平成 24 年２月 29 日）

株主資本 

（略） 

 資本剰余金 

  前期末残高 11,153 11,153

  当期変動額 

   自己株式の処分 － △13 

   当期変動額合計 － △13 

  当期末残高 11,153 11,139 

 利益剰余金 

  前期末残高 43,659 42,780

  当期変動額 

   剰余金の配当 △1,262 △1,012

   当期純利益 382 1,310

   自己株式の処分 － △388 

   当期変動額合計 △879 △90 

  当期末残高 42,780 42,689 
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【訂正箇所】（添付資料 36 ページ） 

５．個別財務諸表 （１）貸借対照表 

〔訂正前〕 

（貸借対照表）                                  （単位：百万円） 

 前事業年度 

（平成 23 年２月 28 日） 

当事業年度 

（平成 24 年２月 29 日） 

（略） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,265 10,265

  資本剰余金 

   資本準備金 11,139 11,139

   その他資本剰余金 13 △388 

   資本剰余金合計 11,153 10,751 

  利益剰余金 

   利益準備金 1,740 1,740

   その他利益剰余金 

    別途積立金 40,500 30,500

    繰越利益剰余金 △4,564 4,855 

    利益剰余金合計 37,675 37,096 

 

〔訂正後〕 

（貸借対照表）                                  （単位：百万円） 

 前事業年度 

（平成 23 年２月 28 日） 

当事業年度 

（平成 24 年２月 29 日） 

（略） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,265 10,265

  資本剰余金 

   資本準備金 11,139 11,139

   その他資本剰余金 13 － 

   資本剰余金合計 11,153 11,139 

  利益剰余金 

   利益準備金 1,740 1,740

   その他利益剰余金 

    別途積立金 40,500 30,500

    繰越利益剰余金 △4,564 4,467 

    利益剰余金合計 37,675 36,707 
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【訂正箇所】（添付資料 38 ページ） 

５．個別財務諸表 （３）株主資本等変動計算書 

〔訂正前〕 

（株主資本等変動計算書）                             （単位：百万円） 

 前事業年度 

（自 平成 22 年３月１日 

  至 平成 23 年２月 28 日）

当事業年度 

（自 平成 23 年３月１日 

  至 平成 24 年２月 29 日）

株主資本 

（略） 

  その他資本剰余金 

   前期末残高 13 13

   自己株式の処分 － △401 

    当期変動額合計 － △401 

   当期末残高 13 △388 

  資本剰余金合計 

   前期末残高 11,153 11,153

   自己株式の処分 － △401 

    当期変動額合計 － △401 

   当期残高 11,153 10,751 

（略） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △2,508 △4,564

    当期変動額 

     剰余金の配当 △1,262 △1,012

     別途積立金の取崩 4,000 10,000

     当期純利益又は当期純損失（△） △4,793 432

     当期変動額合計 △2,055 9,420 

    当期末残高 △4,564 4,855 

  利益剰余金合計 

   前期末残高 43,731 37,675

   当期変動額 

    剰余金の配当 △1,262 △1,012

    別途積立金の取崩 － －

    当期純利益又は当期純損失（△） △4,793 432

    当期変動額合計 △6,055 △579 

   当期末残高 37,675 37,096 
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〔訂正後〕 

（株主資本等変動計算書）                             （単位：百万円） 

 前事業年度 

（自 平成 22 年３月１日 

  至 平成 23 年２月 28 日）

当事業年度 

（自 平成 23 年３月１日 

  至 平成 24 年２月 29 日）

株主資本 

（略） 

  その他資本剰余金 

   前期末残高 13 13

   自己株式の処分 － △13 

    当期変動額合計 － △13 

   当期末残高 13 － 

  資本剰余金合計 

   前期末残高 11,153 11,153

   自己株式の処分 － △13 

    当期変動額合計 － △13 

   当期残高 11,153 11,139 

（略） 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △2,508 △4,564

    当期変動額 

     剰余金の配当 △1,262 △1,012

     別途積立金の取崩 4,000 10,000

     当期純利益又は当期純損失（△） △4,793 432

     自己株式の処分 － △388 

     当期変動額合計 △2,055 9,031 

    当期末残高 △4,564 4,467 

  利益剰余金合計 

   前期末残高 43,731 37,675

   当期変動額 

    剰余金の配当 △1,262 △1,012

    別途積立金の取崩 － －

    当期純利益又は当期純損失（△） △4,793 432

    自己株式の処分 － △388 

    当期変動額合計 △6,055 △968 

   当期末残高 37,675 36,707 

 

 

以 上 


