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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期

会計期間

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　５月31日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　５月31日

自　平成19年
　　12月１日
至　平成20年
　　５月31日

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　11月30日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　11月30日

売上高 (百万円) 42,801 44,596 44,140 80,579 84,900

経常利益 (百万円) 2,529 2,430 1,172 2,974 2,846

中間(当期)純利益 (百万円) 1,332 1,240 609 1,211 1,382

純資産額 (百万円) 24,658 24,588 24,121 23,944 24,103

総資産額 (百万円) 38,875 39,616 41,708 38,122 38,691

１株当たり純資産額 (円) 1,076.611,074.121,054.271,045.661,053.26

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 58.16 54.20 26.64 52.90 60.39

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ─ ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.4 62.1 57.8 62.8 62.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,092 2,764 1,991 2,831 3,299

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,706 △975 △993 △768 △1,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △591 △585 △582 △1,176 △1,172

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 9,799 12,094 12,191 10,891 11,775

従業員数
(外、平均臨時従業員数)

(名)
1,098
(4,038)

1,184
(4,027)

1,221
(3,880)

1,103
(3,979)

1,166
(3,964)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期

会計期間

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　５月31日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　５月31日

自　平成19年
　　12月１日
至　平成20年
　　５月31日

自　平成17年
　　12月１日
至　平成18年
　　11月30日

自　平成18年
　　12月１日
至　平成19年
　　11月30日

売上高 (百万円) 40,417 42,296 41,825 76,319 80,677

経常利益 (百万円) 2,869 2,654 1,440 2,960 2,765

中間(当期)純利益 (百万円) 1,525 1,388 767 1,200 1,319

資本金 (百万円) 7,297 7,297 7,297 7,297 7,297

発行済株式総数 (千株) 22,983 22,983 22,983 22,983 22,983

純資産額 (百万円) 24,900 24,773 24,254 23,981 24,079

総資産額 (百万円) 37,875 38,600 40,814 37,406 37,937

１株当たり配当額 (円) 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00

自己資本比率 (％) 65.7 64.2 59.4 64.1 63.5

従業員数
(外、平均臨時従業員数)

(名)
1,095
(4,037)

1,181
(4,026)

1,220
(3,879)

1,100
(3,978)

1,165
(3,963)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　提出会社の１株当たり情報については、第五号様式記載上の注意(4)ｂただし書に基づき省略しております。
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２ 【事業の内容】

(1) 事業内容の重要な変更

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。

(2) 主要な関係会社の異動

三菱商事株式会社(以下、「三菱商事」)による平成19年11月１日から平成19年12月７日までを期間とす

る当社普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」)の結果、三菱商事の当社に対する議決権の数

が総株主等の議決権に対する割合で50％超となり、平成19年12月14日付けで三菱商事が当社の親会社とな

りました。

　ケンタッキーフライドチキンコーポレートホールディングリミテッドは、三菱商事による本公開買付けに

対し、保有する株式全部を応募した結果、当社の総株主等の議決権に対する所有割合が０％となり、当社の

関係会社に該当しなくなりました。

　また、ケンタッキーフライドチキンコーポレートホールディングリミテッドの親会社であり、当社の総株

主等の議決権に対して31.53％(平成19年11月30日現在)を間接所有しておりました、ヤム・ブランズ・イン

クも当社の関係会社に該当しなくなりました。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、その他の関係会社であった三菱商事株式会社は、当社普通株式の公開買付

けにより親会社となっております。

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合
(％)

関係内容

(親会社)

三菱商事㈱ 東京都千代田区 201,825総合商社
65.22
(0.1)

原材料等の購入及び販売
役員の兼任なし

(注)　1　有価証券報告書提出会社であります。

２　「議決権の被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年５月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ＫＦＣ関連事業
718

(2,438)

ピザハット関連事業
413

(1,425)

全社共通
90
(17)

合計
1,221
(3,880)

(注) １　従業員数は社員を対象としたもので、執行役員(８名)、嘱託(４名)、契約社員(38名)、受入出向社員(６名)、派遣

出向社員(２名)は含んでおりません。また、臨時従業員数は(　)内に当中間連結会計期間の平均人員(１日８時

間換算)を外数で記載しております。

２　当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの名称を「チキン関連事業」は「KFC関連事業」に、「ピザ

関連事業」は「ピザハット関連事業」に、それぞれ変更しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年５月31日現在

従業員数(名)
1,220
(3,879)

(注)　従業員数は社員を対象としたもので、執行役員(８名)、嘱託(４名)、契約社員(38名)、受入出向社員(６名)、派遣出

向社員(３名)は含んでおりません。また、臨時従業員数は(　)内に当中間会計期間の平均人員(１日８時間換算)を

外数で記載しております。

　

(3) 労働組合の状況

当社には平成18年5月18日に結成された日本ケンタッキーフライドチキン労働組合があります。

労使関係については、良好な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間のわが国経済は、堅調な景気回復基調が一転し、米国サブプライムローン問題に端

を発した金融市場の混乱、原油価格や穀物価格の高騰などの懸念材料により、先行きの不透明感が増して

います。また、相次ぐ生活用品の値上げや年金・医療問題などの先行きに対する不安により個人消費は低

調に推移しております。

　外食業界におきましては、このような経済状況に加え、「食の安全性」に対する消費者の意識の高まり

による消費動向の変化、顧客獲得に向けた外食企業間競争や中食マーケットとの競合激化、食材価格の高

騰、更には労働力不足などにより厳しい経営環境が続いております。

　こうした環境の中で、当社グループ(当社及び連結子会社)は今後の中期的発展のために、中期経営計画

「Step Up 2008」の４つの課題、すなわち「ケンタッキーフライドチキン(KFC)事業の拡充」、「ピザ

ハット事業の躍進」、「新しいマーケット開拓」、「人材育成と組織能力の更なる向上」の実現に向け、

全社を挙げて取り組んでおります。

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高441億４千万円(前年同期比1.0％減)、営

業利益11億２千１百万円(同53.5％減)、経常利益11億７千２百万円(同51.8％減)となり、中間純利益は、

６億９百万円(同50.9％減)となりました。

　また、当中間連結会計期間より事業区分の表示を「チキン関連事業」は「KFC関連事業」に、「ピザ関連

事業」は「ピザハット関連事業」に、それぞれ変更しております。

　

①　ＫＦＣ関連事業

前連結会計年度の成果を受け、引き続き当社の基幹商品であるオリジナルレシピの骨付きチキンの販

売を強化するとともに骨付きチキンの新商品である「粗挽き黒胡椒チキン」、「金黒ごまの鶏竜田」と

併せて新サンドメニュー「ドラゴンツイスター」、「海老チリツイスター」及び「チキンフィレサンド

・ライト」を積極的に開発・導入し、新しい客層の開拓をきめ細かく展開し、４月には16年ぶりの価格改

定をしましたが、売上・利益とも当初の目標を下回りました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高337億３百万円(前年同期比2.3％増)、営業利益12億９千

３百万円(同35.1％減)となりました。

　

②　ピザハット関連事業

ピザハット事業は、わが国の宅配ピザ市場が伸び悩む一方で、競争は更に激化している厳しい環境が

継続しておりますが、引き続き他ブランドに対する優位性を持つために効果的なマーケティング活動

の実施や新商品の開発、お客様にできたてピザをお約束した時間にお届けするオペレーションの確立

等により名実ともにナンバーワンブランドへの挑戦と事業の拡大を目指しました。

　当中間連結会計期間におきましては、オペレーションの一層の改善と新開発のクラスト(生地)の「エ

ビぷりマヨロール」、「ベルサイユのピザ」を積極的に展開しましたが、売上・利益とも当初の目標を

下回りました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高104億３千７百万円(前年同期比10.3％減)、営業損失

１億７千２百万円(前年同期は営業利益４億１千５百万円)となりました。

　また、前連結会計年度で開発に着手した新店舗情報システム(SUS Plus)は、次連結会計年度中の全店
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導入を予定しております。

　

③　店舗展開

KFC事業では、不採算店舗を整理するとともに、新しい立地を積極的に獲得するスクラップアンドビ

ルドを更に進め、また、出店や改装にあたっては、新しい内外装によるイメージの刷新にも努めました。

ピザハット事業は、全国展開を視野に入れつつ新規出店に取り組みましたが、いずれも採算性を慎重に

検討した結果、当中間連結会計期間のフランチャイズを含むチェーン全体の出店は、KFC12店、ピザハッ

ト９店の合計21店となりました。当中間連結会計期間末のチェーン全体の店舗数は、KFC1,147店（対前

期末５店減）、ピザハット357店（同６店増）、合計1,504店（同１店増）となりました。

　また、KFCとピザハットの二つのブランドを合体させた「2in1」コンセプト店舗は、収益性及びオペ

レーション面並びに出店エリアに注視し検証を行い、ピザハットの未出店エリアへ積極的に展開する

ことにいたしました。

　

④　サポートセンター(本社)及びその他事業

サポートセンター部門では、経営効率と諸経費の抑制に努めましたが、一方で中期経営計画

「Step Up 2008」に基づく業容拡大のために引き続き人材の強化と社員教育の充実をはかり、また、情

報システム関連や新商品開発関連のＲ＆Ｄ部門への投資を強化しております。

　また、平成20年４月１日付で組織変更を行いKFC事業とピザハット事業の運営活動をより明確にする

ため、それぞれにCOOを任命し、その下に営業、マーケティング、店舗開発、購買、Ｒ＆Ｄ部門を置き、組織

の連携をより密接にし、機動的な組織としました。

　その他事業は、KFC及びピザハット事業を広告宣伝の代行業務で支援する会社１社により構成されて

おり、主に全国キャンペーン活動を行いました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して４億１千６百万円増加し、

121億９千１百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、19億９千１百万円(前年同期比

27.9％減)の収入となりました。その主な内訳は、税金等調整前中間純利益11億５千４百万円、減価償却費

等10億９千３百万円及び法人税等の支出７億７千８百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは９億９千３百万円(前年同期比

1.8％増）の支出となりました。その主な内訳は有形及び無形固定資産の取得等による支出８億９千９百

万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、５億８千２百万円(前年同期比

0.6％減）の支出となりました。その主な内訳は配当金の支払額５億７千２百万円及び自己株式の取得に

よる支出１千２百万円によるものであります。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。また、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの名称を「チキン関連事業」は「KFC関連事

業」に、「ピザ関連事業」は「ピザハット関連事業」に、それぞれ変更しております。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

ＫＦＣ関連事業 18,956 104.8

ピザハット関連事業 4,308 95.9

合計 23,264 103.0

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。また、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの名称を「チキン関連事業」は「KFC関連事

業」に、「ピザ関連事業」は「ピザハット関連事業」に、それぞれ変更しております。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

ＫＦＣ関連事業 33,703 102.3

ピザハット関連事業 10,437 89.7

合計 44,140 99.0

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

(1) 対処すべき課題

当社は、中期経営計画「Step Up 2008」の４項目の実現を重点課題として対処してまいります。

①　ＫＦＣ事業の拡充

お客様の望む食の機会の提供と新しいお客様を開拓するマーケティング戦略、お客様が期待するチ

キンエキスパートとしての商品戦略、お客様の満足度向上のためのカスタマー・マニア運動の徹底と

従業員教育・トレーニング強化等、質を高めるオペレーション戦略、お客様のニーズに応える出店戦

略、お客様に安心を与える素材戦略などにより、当社の基幹事業であるKFC事業を拡充させます。

②　ピザハット事業の躍進

宅配ピザにおける他ブランドに対する優位性を持つドミナント(支配的商圏)形成のための集中出

店とメディアの効果的投入によるピザハット事業の拡大戦略であるドラゴンプロジェクトに基づき

出店を強化、お客様にできたて、あつあつのピザをお約束した時間にお届けするオペレーションの確

立、お客様にクラストエキスパートとして新クラスト(生地)を提供していく等の戦略によりピザハッ

ト事業を躍進させます。

③　新しいマーケット開拓

KFC、ピザハットの更なる成長発展のために、KFCとピザハットの二つのブランドを合体させた

「2in1」コンセプト店舗、既存事業を活用したコンセプト及び新しいイメージ(内外装・メニュー)の

店舗を開発し、積極的に実験を行い成功を目指します。また、引き続き新ブランドの開発・導入の検討

をしてまいります。

④　人材育成と組織能力の更なる向上

当社を、真にお客様本位の会社とし、そのために常に人材開発・能力向上に注力し、また情熱と責任

感を持ち、お客様の期待に応えられる能力と文化を持った会社にします。また、お客様とのコミュニ

ケーション強化の一環としてCSR(企業の社会的責任)能力の向上や監査・コンプライアンス体制構

築、リスク・マネジメント体制構築への取り組みを引き続き強化してまいります。

　

(2) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

該当事項はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、改修について完了

したものは、次のとおりであります。

　また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、改修等の計画はありません。

　なお、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの名称を「チキン関連」は「KFC関連」に、「ピザ

関連」は「ピザハット関連」にそれぞれ変更しております。

(1) 重要な設備の新設等

　

会社名
事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月 資金調達方法

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

KFC関連 新規出店店舗 283
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

KFC関連 コンピューター関連 15
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

KFC関連 その他 73
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

ピザハット関連 新規出店店舗 22
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

ピザハット関連 コンピューター関連 75
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

ピザハット関連 その他 6
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

全社共通 その他 2
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　投資額には、店舗出店契約に係る敷金・保証金が含まれております。

　

(2) 重要な設備の改修等

　

会社名
事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月 資金調達方法

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

KFC関連
ケンタッキーフライドチ
キン店舗内外装改修

338
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

日本ケンタッキー・
フライド・チキン㈱

ピザハット関連
ピザハット店舗内外装改
修

39
平成19年12月～
平成20年5月

自己資金

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,953,000

計 49,953,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,983,00022,983,000
東京証券取引所
市場第二部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 22,983,00022,983,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成19年12月１日
　　　 ～
平成20年５月31日

― 22,983,000 ― 7,297 ― 10,430
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(5) 【大株主の状況】

平成20年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三菱商事株式会社 千代田区丸の内２丁目３─１ 14,769 64.26

日本ケンタッキーフライドチキン
フランチャイズオーナー持株会

渋谷区恵比寿南１丁目15－１　JT恵比寿南ビ
ル

255 1.11

株式会社三菱東京UFJ銀行 千代田区丸の内２丁目７―１ 198 0.86

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社)

千代田区丸の内２丁目１―１
(中央区晴海１丁目８―12 晴海アイランド　
トリトンスクエアZ棟)

110 0.47

シービーエヌワイデイエフエイイ
ンベストトラストカンパニージャ
パンスモールカンパニーシリーズ
(常任代理人　シティバンク、エヌ・
エイ東京支店)

米国カリフォルニア州サンタモニカ市オー
シャンアベニュー1229
(品川区東品川２丁目３－14)

80 0.34

株式会社みずほ銀行
(常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社)

千代田区内幸町１丁目１―５
(中央区晴海１丁目８―12 晴海アイランド　
トリトンスクエアZ棟)

69 0.30

キユーピー株式会社 渋谷区渋谷１丁目４―13 67 0.29

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区丸の内１丁目２-１ 66 0.28

大和証券株式会社株式ミニ投資口 千代田区大手町２丁目６―４ 60 0.26

株式会社ニチレイフーズ 中央区築地６丁目19―20 58 0.25

計 ― 15,732 68.45

(注) １　当社は、平成20年５月31日現在自己株式を103千株(0.44%)所有しておりますが、上記大株主からは除外してお

ります。

２　前事業年度末現在主要株主であったケンタッキーフライドチキンコーポレートホールディングリミテッドは、

当中間期末では主要株主でなくなりました。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 103,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

22,678,000
22,678 同上

単元未満株式
普通株式

202,000
― 同上

発行済株式総数 22,983,000― ―

総株主の議決権 ― 22,678 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株及び当社所有の自己株式が383株含

まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本ケンタッキー・フライ
ド・チキン株式会社

東京都渋谷区恵比寿南
一丁目15番１号

103,000─ 103,000 0.44

計 ― 103,000─ 103,000 0.44
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２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年12月 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 1,960 1,731 1,780 1,780 1,870 1,980

最低(円) 1,602 1,502 1,670 1,680 1,737 1,780

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)及び前中間会計期間(平成18

年12月１日から平成19年５月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期

間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)及び当中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５

月31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間

財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７

月１日をもって新日本有限責任監査法人となりました。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　　　現金及び預金 8,597 7,694 8,278

　　　売掛金 2,628 3,185 2,607

　　　有価証券 3,747 5,646 4,346

　　　たな卸資産 879 871 860

　　　短期貸付金 1,019 12 15

　　　未収入金 ─ 2,402 687

　　　その他 1,767 1,088 951

　　　貸倒引当金 △ 133 △ 226 △ 119

　　　流動資産合計 18,50546.7 20,67649.6 17,62845.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　　　建物及び構築物 3,872 3,720 3,886

　　　　土地 3,504 3,504 3,504

　　　　その他 2,033 9,410 1,923 9,148 2,071 9,462

　２　無形固定資産 865 985 1,034

　３　投資その他の資産

　　　　差入保証金 7,254 7,227 7,281

　　　　その他 4,248 3,949 3,944

　　　　貸倒引当金 △ 667 10,835 △ 279 10,897 △ 660 10,565

　　　固定資産合計 21,11153.3 21,03250.4 21,06354.4

　　　資産合計 39,616100.0 41,708100.0 38,691100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　　買掛金 5,947 7,019 6,116

　　　未払金 3,260 4,011 3,331

　　　役員賞与引当金 34 ─ 46

　　　その他 3,416 2,705 2,644

　　　流動負債合計 12,65831.9 13,73632.9 12,13831.4

Ⅱ　固定負債

　　　退職給付引当金 2,045 2,142 2,082

　　　役員退職慰労引当金 89 88 98

　　　ポイント引当金 107 105 99

　　　長期前受収益 ─ 1,344 ─

　　　その他 126 171 168

　　　固定負債合計 2,3696.0 3,8519.3 2,4496.3

　　　負債合計 15,02837.9 17,58742.2 14,58737.7

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 7,29718.4 7,29717.5 7,29718.8

　２　資本剰余金 10,43026.3 10,43025.0 10,43027.0

　３　利益剰余金 7,00417.7 6,61015.9 6,57317.0

　４　自己株式 △ 219△0.5 △ 242△0.6 △ 233△0.6

　　　株主資本合計 24,51261.9 24,09557.8 24,06862.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

75 0.2 25 0.0 35 0.1

　　　評価・換算差額等
　　　合計

75 0.2 25 0.0 35 0.1

　　　純資産合計 24,58862.1 24,12157.8 24,10362.3

　　　負債純資産合計 39,616100.0 41,708100.0 38,691100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　　　売上高 40,858 40,420 77,869

　　　その他営業収入 3,737 44,596100.0 3,719 44,140100.0 7,031 84,900100.0

Ⅱ　売上原価

　　　売上原価 19,686 20,206 37,756

　　　その他売上原価 2,829 22,51650.5 3,013 23,22052.6 5,074 42,83050.5

　　　売上総利益 22,07949.5 20,92047.4 42,07049.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 19,67144.1 19,79844.9 39,23646.2

　　　営業利益 2,4085.4 1,1212.5 2,8333.3

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 9 13 22

　　　有価証券利息 10 17 25

　　　受取配当金 1 1 4

　　　賃貸料 37 42 53

　　　その他 8 67 0.2 28 103 0.2 25 132 0.2

Ⅴ　営業外費用

　　　店舗改装等固定資産
      除却損

42 48 112

　　　その他 3 45 0.1 3 52 0.1 6 119 0.2

　　　経常利益 2,4305.5 1,1722.6 2,8463.3

Ⅵ　特別利益

　　　固定資産売却益 ※２ ─ 8 0

　　　営業権売却益 23 39 50

　　　投資有価証券売却益 51 ─ 51

　　　店舗営業補償金 ─ 6 ─

　　　貸倒引当金戻入 9 ─ 31

　　　その他 5 90 0.2 1 55 0.1 6 140 0.2

Ⅶ　特別損失

　　　固定資産除却損 ※３ 27 1 28

　　　店舗閉鎖損失 50 12 92

　　　減損損失 ※４ 152 51 203

　　　その他 1 231 0.5 7 73 0.1 22 347 0.4

　　　税金等調整前
　　　中間(当期)純利益

2,2895.2 1,1542.6 2,6403.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,273 1,059 1,439

　　　法人税等調整額 △ 225 1,0482.4 △ 514 545 1.2 △ 181 1,2581.5

　　　中間(当期)純利益 1,2402.8 609 1.4 1,3821.6
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

　
株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成18年11月30日残高(百万円) 7,29710,4306,335△ 204 23,859 84 84 23,944

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △ 572 △ 572 ─ △ 572

　中間純利益 1,240 1,240 ─ 1,240

　自己株式の取得 △ 15 △ 15 ─ △ 15

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額(純額)
─ △ 9 △ 9 △ 9

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
─ ─ 668 △ 15 653 △ 9 △ 9 644

平成19年5月31日残高(百万円) 7,29710,4307,004△ 219 24,512 75 75 24,588

　

当中間連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

　
株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成19年11月30日残高(百万円) 7,29710,4306,573△ 233 24,068 35 35 24,103

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △ 572 △ 572 ─ △ 572

　中間純利益 609 609 ─ 609

　自己株式の取得 △ 12 △ 12 ─ △ 12

　自己株式の処分 △ 0 △ 0 3 2 ─ 2

　株主資本以外の項目の

　中間連結会計期間中の変動額(純額)
─ △ 10 △ 10 △ 10

中間連結会計期間中の変動額合計

(百万円)
─ △ 0 36 △ 9 27 △ 10 △ 10 17

平成20年5月31日残高(百万円) 7,29710,4306,610△ 242 24,095 25 25 24,121
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前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　
株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成18年11月30日残高(百万円) 7,29710,4306,335△ 204 23,859 84 84 23,944

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 1,144 △ 1,144 ─ △ 1,144

  当期純利益 1,382 1,382 ─ 1,382

　自己株式の取得 △ 29 △ 29 ─ △ 29

　自己株式の処分 △ 0 0 0 ─ 0

　株主資本以外の項目の

　連結会計年度中の変動額(純額)
─ △ 48 △ 48 △ 48

連結会計年度中の変動額合計

(百万円)
─ △ 0 237 △ 28 208 △ 48 △ 48 159

平成19年11月30日残高(百万円) 7,29710,4306,573△ 233 24,068 35 35 24,103

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

20/58



④ 【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18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 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(当期)純利益 2,289 1,154 2,640

　　減価償却費等 930 1,093 2,080

　　減損損失 152 51 203

　　有形固定資産除売却損 69 50 141

　　貸倒引当金の増減額 △ 9 △ 274 △ 31

　　役員賞与引当金の増減額 △ 2 △ 46 10

　　退職給付引当金の増減額 86 60 123

　　役員退職慰労引当金の増減額 8 △ 10 17

　　ポイント引当金の増減額 38 5 31

　　受取利息及び受取配当金 △ 21 △ 33 △ 48

　　支払利息 0 ─ 0

　　投資有価証券売却益 △ 51 ─ △ 51

　　売上債権の増減額 146 △ 591 97

　　たな卸資産の増減額 △ 70 △ 11 △ 51

　　仕入債務の増減額 79 902 248

　　未払金の増減額 210 796 222

　　前受収益金の増減額 △ 85 1,434 △ 293

　　未払消費税等の増減額 6 43 △ 36

　　有形固定資産売却益 ─ △ 8 △ 0

　　その他 △ 352 △ 1,863 △ 742

　　　　小計 3,425 2,753 4,558

　　利息及び配当金の受取額 20 16 47

　　利息の支払額 △ 0 ─ △ 0

　　法人税等の支払額 △ 682 △ 778 △ 1,306

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,764 1,991 3,299

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 ─ △ 500 ─

　　有価証券の取得による支出 △ 99 ─ △ 99

　　有価証券の償還による収入 ─ 250 ─

　　有形固定資産の取得による支出 △ 1,097 △ 795 △ 2,044

　　有形固定資産の売却による収入 44 51 64

　　無形固定資産の取得による支出 △ 59 △ 103 △ 375

　　投資有価証券の取得による支出 △ 50 ─ △ 50

　　投資有価証券の売却による収入 66 ─ 66

　　貸付による支出 △ 9 △ 11 △ 18

　　貸付金の回収による収入 11 16 1,021

　　保証金・敷金の支出 △ 71 △ 117 △ 214

　　保証金・敷金の解約による収入 289 159 397

　　出資金の回収による収入 ─ 42 ─

　　その他 0 13 9

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 975 △ 993 △ 1,243

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　自己株式の処分による収入 ─ 2 0

　　自己株式の取得による支出 △ 15 △ 12 △ 29

　　配当金の支払額 △ 570 △ 572 △ 1,143

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 585 △ 582 △ 1,172

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 1,203 416 883

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 10,891 11,775 10,891

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 12,094 12,191 11,775
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１　連結の範囲に関する事項

　　　連結子会社の数……１社

　　　㈱ケイ・アドであります。

１　連結の範囲に関する事項

　　　連結子会社の数……１社

　　　㈱ケイ・アドであります。

１　連結の範囲に関する事項

　　　連結子会社の数……１社

　　　㈱ケイ・アドであります。

２　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

　　連結子会社１社㈱ケイ・アドの中

間決算日は４月末日でありま

す。

　　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては連結子会社の中間決算日現

在の財務諸表を使用しておりま

すが、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引について連結

上必要な調整を行っておりま

す。

２　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

２　連結子会社の事業年度等に関す

る事項

　　連結子会社１社㈱ケイ・アドの決

算日は10月末日であります。

　　連結財務諸表の作成に当たっては

連結子会社の決算日現在の財務

諸表を使用しておりますが、連

結決算日との間に生じた重要な

取引について連結上必要な調整

を行っております。

３　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

　　①　有価証券

　　　a 満期保有目的の債券

        償却原価法（定額法）を採

用しております。

　　　b その他有価証券

時価のあるものについて

は、中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原

価法を採用しております。

なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が金利の調

整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用し

ております。

３　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

　　①　有価証券

　　　a 満期保有目的の債券

同左

 

　　　b その他有価証券　

同左

３　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

　　①　有価証券

　　　a 満期保有目的の債券

同左

 

　　　b その他有価証券

時価のあるものについて

は、連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原

価法を採用しております。

なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が金利の調

整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用し

ております。

　　②　たな卸資産

　　　　原材料のうち鶏肉については先

入先出法による低価法、そ

れ以外のたな卸資産につい

ては先入先出法による原価

法によっております。

　　②　たな卸資産

同左

　　②　たな卸資産

同左

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

22/58



　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。

　　　　なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び
構築物

７年～20年

機械装置及び
運搬具

３年～９年

工具器具
備品

５年～９年

 
　　　　なお、平成19年度の法人税法の

改正に伴い、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定

資産については、改正法人

税法に規定する償却方法に

より減価償却費を計上して

おります。

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。

　　　　なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び
構築物

７年～20年

機械装置及び
運搬具

３年～９年

工具器具
備品

５年～９年

　(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　定率法を採用しております。

　　　　なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び
構築物

７年～20年

機械装置及び
運搬具

３年～９年

工具器具
備品

５年～９年

　　②　無形固定資産

　　　　定額法を採用しております。

　　　　また、自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっておりま

す。

　　②　無形固定資産

同左

　　②　無形固定資産

同左

　　③　長期前払費用

　　　　定額法を採用しております。

　　③　長期前払費用

同左

　　③　長期前払費用

同左

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

　　　　売掛債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸

念債権及び破産更生債権等

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

同左

　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

同左

　　②　役員賞与引当金

　　　　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込

額に基づき当中間連結会計

期間に見合う額を計上して

おります。

　　②　役員賞与引当金

同左

　　②　役員賞与引当金

　　　　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込

額に基づき当連結会計年度

に見合う額を計上しており

ます。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

　　③　退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当中間連結会計

期間末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。

　　　 　また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌連結会計年度

に一括損益処理することと

しております。

　　③　退職給付引当金

同左

　　③　退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、計上しておりま

す。

　　　 　なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌連結会計年度

に一括費用処理しておりま

す。

        また、過去勤務債務は発生

年度に一括費用処理してお

ります。

　　④　役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上してお

ります。

　　④　役員退職慰労引当金

同左

　　④　役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりま

す。

　　⑤　ポイント引当金

　　　　販売促進を目的とするポイント

システム制度に基づき、顧

客に付与したポイントの利

用に備えるため、当中間連

結会計期間末において将来

利用されると見込まれる額

を計上しております。

　　⑤　ポイント引当金

同左

　　⑤　ポイント引当金

　　　　販売促進を目的とするポイント

システム制度に基づき、顧

客に付与したポイントの利

用に備えるため、当連結会

計年度末において将来利用

されると見込まれる額を計

上しております。

　(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が、借主に移

転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

については通常の賃貸借取引

に係る方式に準じた会計処理

によっております。

　(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

　(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

　(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

　　　消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっており

ます。

　(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

同左

　(5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

　　　消費税等の会計処理

同左

４　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い、取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なります。

４　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

４　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない、

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなり

ます。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間連結会計期間より、平成19年

度の法人税法の改正に伴い、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資

産については、改正法人税法に規定

する償却方法により減価償却費を計

上しております。これによる損益に

与える影響は軽微であります。

─────

 

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度より、平成19年度の

法人税法の改正に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定する

償却方法により減価償却費を計上し

ております。これに伴い、前連結会計

年度と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益が44百万円、経常利益が

44百万円、税金等調整前当期純利益

が44百万円、当期純利益が44百万円

それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しおります。

（固定資産除却損の計上区分の変

更）

　従来、店舗改装に伴う固定資産除却

損については、「特別損失」に計上

しておりましたが、当中間連結会計

期間から「営業外費用」に計上する

方法に変更しました。　

　この変更は店舗改装が毎期恒常的

に発生していること及び今後さらに

継続して発生することが見込まれる

ことによるものであります。

　この結果、従来の方法に比べて、営

業外費用が42百万円増加し、経常利

益及び特別損失が同額減少しており

ますが、税金等調整前中間純利益に

与える影響はありません。

─────

 

（固定資産除却損の計上区分の変

更）

　従来、店舗改装に伴う固定資産除却

損については、「特別損失」に計上

しておりましたが、当連結会計年度

から「営業外費用」に計上する方法

に変更しました。　

　この変更は店舗改装が毎期恒常的

に発生していること及び今後さらに

継続して発生することが見込まれる

ことによるものであります。

　この結果、従来の方法に比べて、営

業外費用が112百万円増加し、経常利

益及び特別損失が同額減少しており

ますが、税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。
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(表示方法の変更)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

───── (中間連結貸借対照表)

(未収入金)

　前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」は、総資産額の

5/100を超えることとなったため、区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間における「未収入金」は、

702百万円であります。

(長期前受収益)

　前中間連結会計期間まで固定負債の「その他」に含め

て表示しておりました「長期前受収益」ついては、固定

負債に対する重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間における「長期前受収益」

は、１百万円であります。

(中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間まで営業外収益の「受取利息」に

含めて表示しておりました「有価証券利息」ついては、

営業外収益に対する重要性が増したため、区分掲記して

おります。

　なお、前中間連結会計期間における「有価証券利息」

は、０百万円であります。

─────　

　

　

(追加情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

───── 　当中間連結会計期間より、平成19年度の法人税法の改

正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資

産については、償却可能限度額まで償却が終了した連結

会計年度の翌連結会計年度から、償却可能限度額と備忘

価額との差額を５年間で均等償却する方法により減価

償却費を計上しております。

　これに伴い、前中間連結会計期間と比べ、営業利益が38

百万円、経常利益が38百万円、税金等調整前中間純利益

が38百万円、中間純利益が38百万円それぞれ減少してお

ります。　

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

26/58



注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年５月31日)

前連結会計年度末
(平成19年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額　        　17,197百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額  　        17,093百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額            16,878百万円

　 (中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費中の主

な費目及び金額

減価償却費 864百万円

のれんの償却費 16百万円

長期前払費用
償却

49百万円

貸倒引当金
繰入額

─百万円

退職給付費用 204百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

8百万円

諸給与金 8,772百万円

役員賞与引当金
繰入額

34百万円

地代・家賃 2,288百万円

広告宣伝費 2,171百万円

ポイント引当金
繰入額

38百万円

※１　販売費及び一般管理費中の主

な費目及び金額

減価償却費 988百万円

のれんの償却費 11百万円

長期前払費用
償却

92百万円

貸倒引当金
繰入額

106百万円

退職給付費用 212百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

5百万円

諸給与金 8,538百万円

役員賞与引当金
繰入額

─百万円

地代・家賃 2,350百万円

広告宣伝費 2,246百万円

ポイント引当金
繰入額

5百万円

※１　販売費及び一般管理費中の主

な費用及び金額

減価償却費 1,891百万円

のれんの償却額 33百万円

長期前払費用
償却

155百万円

貸倒引当金
繰入額

─百万円

退職給付費用 407百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

17百万円

諸給与金 17,154百万円

役員賞与引当金
繰入額

46百万円

地代・家賃 4,612百万円

広告宣伝費 4,281百万円

ポイント引当金
繰入額

31百万円

※２　固定資産売却益

          ──────

※２　固定資産売却益

　　  固定資産売却益８百万円は、店

舗設備の売却益であります。

※２　固定資産売却益

　　  固定資産売却益０百万円は、店

舗設備の売却益であります。

※３　固定資産除却損

　　  固定資産除却損27百万円は、閉

店店舗の設備の除却によるもの

であります。

※３　固定資産除却損

　　  固定資産除却損１百万円は、本

社設備の除却によるものであり

ます。

※３　固定資産除却損

　　  固定資産除却損28百万円は、店

舗設備の除却によるものであり

ます。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

※４　減損損失

　当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下の資産に

ついて減損損失を計上しており

ます。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 15百万円

─
KFC店舗

POSシステム

リース
資産・
ソフト
ウェア

137百万円

合計 152百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額15百万円(建物12百万

円、その他3百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.25%を適

用しております。

　また、チキン関連事業のPOSシ

ステム入替に伴い、不要となる

リース資産及びソフトウェアの

帳簿価額を全額減額し、当該減

少額137百万円（リース資産85

百万円、ソフトウェア52百万

円）を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、リース資産については未

経過リース料を基に帳簿価額を

算定しております。

※４　減損損失

　当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下の資産に

ついて減損損失を計上しており

ます。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 17百万円

─
ピザハット

店舗

SUSシステム

ソフト
ウェア

33百万円

合計 51百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額17百万円(建物15百万

円、その他1百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.10%を適

用しております。

　また、ピザハット関連事業の

SUSシステム入替に伴い、開発中

のソフトウェア勘定のうち、開

発委託先の変更に伴い使用不能

となったソフトウェア勘定の帳

簿価額を全額減額し、当該減少

額33百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。　

 

※４　減損損失

　当連結会計年度において、当社

グループは、以下の資産につい

て減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 48百万円

東京都
本部管理

システム

ソフト
ウェア

17百万円

─
KFC店舗

POSシステム

リース
資産・
ソフト
ウェア

137百万円

合計 203百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額48百万円(建物44百万

円、その他4百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.45%を適

用しております。

　本部管理用システムで不要と

なるソフトウェアの帳簿価額を

全額減額し、当該減少額17百万

円を減損損失として特別損失に

計上しております。

　また、チキン関連事業のPOSシ

ステム入替に伴い、不要となる

リース資産及びソフトウェアの

帳簿価額を全額減額し、当該減

少額137百万円（リース資産85

百万円、ソフトウェア52百万

円）を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、リース資産については未

経過リース料を基に帳簿価額を

算定しております。

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

28/58



(中間連結株主資本等変動計算書関係)

　

前中間連結会計期間（自　平成18年12月1日　至　平成19年5月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 22,983,000 ─ ─ 22,983,000

(変動事由の概要)

 発行済株式数に変動はありません。

2. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 84,303 7,000 ─ 91,303

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

   単元未満株式の買取による増加 7,000株

3. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当額

基準日 効力発生日
(百万円) (円)

平成19年2月22日
普通株式 572 25.00平成18年11月30日平成19年2月23日

定時株主総会

　
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

配当の原資
1株当たり

基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)

平成19年7月19日
普通株式 572利益剰余金 25.00平成19年5月31日平成19年8月6日

取締役会
　

当中間連結会計期間（自　平成19年12月1日　至　平成20年5月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 22,983,000 ─ ─ 22,983,000

(変動事由の概要)

 発行済株式数に変動はありません。

2. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 97,803 7,040 1,460 103,383

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

   単元未満株式の買取による増加 7,040株

   単元未満株式の売却による減少 1,460株

3. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当額

基準日 効力発生日
(百万円) (円)

平成20年2月21日
普通株式 572 25.00平成19年11月30日平成20年2月22日

定時株主総会

　
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

配当の原資
1株当たり

基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)

平成20年7月17日
普通株式 572利益剰余金 25.00平成20年5月31日平成20年8月4日

取締役会
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前連結会計年度（自　平成18年12月1日　至　平成19年11月30日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 22,983,000 ─ ─ 22,983,000

(変動事由の概要)

 発行済株式数に変動はありません。

2. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 84,303 13,900 400 97,803

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

   単元未満株式の買取による増加 13,900株

    単元未満株式の売却による減少     400株

3. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額 1株当たり配当額

基準日 効力発生日
(百万円) (円)

平成19年2月22日
普通株式 572 25.00平成18年11月30日平成19年2月23日

定時株主総会

平成19年7月19日
普通株式 572 25.00平成19年５月31日平成19年８月６日

取締役会

　
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

配当の原資
1株当たり

基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)

平成20年2月21日
普通株式 572利益剰余金 25.00平成19年11月30日平成20年2月22日

定時株主総会

　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 8,597百万円

有価証券に含ま
れるコマーシャ
ルペーパー

3,497百万円

現金及び現金同
等物

12,094百万円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 7,694百万円

有価証券 5,496百万円

３ヶ月超の
定期預金

△ 500百万円

長期預金 △ 500百万円

現金及び現金
同等物

12,191百万円

当中間連結会計期間の連結キャッ

シュ・フロー計算書において、営業

活動によるキャッシュ・フローの区

分「その他」△18億６千３百万円の

主な要因は、未収入金の増加△17億

２百万円によるものでありますが、

当該未収入金の増加は当中間連結会

計期間に、一時的に生じたものであ

るため、別掲しておりません。

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係

現金及び預金 8,278百万円

有価証券 3,996百万円

長期預金 △ 500百万円

現金及び現金
同等物

11,775百万円

当連結会計年度中において、連結子

会社で短期借入金10百万円の借入に

よる収入及び返済による支出があり

ましたが、連結キャッシュ・フロー

計算書においては純額で掲記すべき

金額がないため、記載しておりませ

ん。
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 746

減価償却累計額相当額 384

減損損失累計額相当額 42

中間期末残高相当額 319

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

 

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 2,400

減価償却累計額相当額 504

中間期末残高相当額 1,896

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 2,415

減価償却累計額相当額 323

期末残高相当額 2,092

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 133百万円

１年超 238百万円

合計 372百万円

リース資産減
損勘定の残高

42百万円

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 492百万円

１年超 1,436百万円

合計 1,928百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 480百万円

１年超 1,631百万円

合計 2,112百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 100百万円

減価償却費相当額 87百万円

支払利息相当額 17百万円

減損損失 42百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

 

支払リース料 279百万円

減価償却費相当額 256百万円

支払利息相当額 34百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 354百万円

減価償却費相当額 319百万円

支払利息相当額 52百万円

減損損失 42百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 1百万円

１年超 ─百万円

合計 1百万円

２　オペレーティング・リース取引

─────

２　オペレーティング・リース取引

─────

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

31/58



(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

　
前中間連結会計期間
(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(平成20年５月31日)

前連結会計年度
(平成19年11月30日)

中間連結
貸借
対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

中間連結
貸借
対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借
対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

国債・地方債等 599 596 △ 2 349 349 △ 0 599 599 △ 0

合計 599 596 △ 2 349 349 △ 0 599 599 △ 0

　

２ その他有価証券で時価のあるもの

　
前中間連結会計期間
(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(平成20年５月31日)

前連結会計年度
(平成19年11月30日)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借
対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借
対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

株式 278 406 128 278 321 43 278 338 60

合計 278 406 128 278 321 43 278 338 60

　

３ 時価のない主な有価証券

　
前中間連結会計期間
(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(平成20年５月31日)

前連結会計年度
(平成19年11月30日)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

　非上場株式 14 14 14

　コマーシャルペーパー 3,497 3,996 3,996

　譲渡性預金 ─ 1,500 ─

合計 3,512 5,511 4,011

　

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）、当中間連結会計期間（自　平成

19年12月１日　至　平成20年５月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月

30日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）
　

チキン
関連事業
(百万円)

ピザ
関連事業
(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

32,954 11,642 44,596 ─ 44,596

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 32,954 11,642 44,596 (─) 44,596

　　営業費用 30,960 11,226 42,187 (─) 42,187

　　営業利益 1,993 415 2,408 (─) 2,408

(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、チキン関連事業、ピザ関連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

事業区分 区分に属する主要な製品等の名称

チキン関連事業
チキン、サンド、ドリンク等及び食材並びにカップ、
パッケージ等の包装資材、チキンにかかわるライセ
ンス料、チキン関連の広告宣伝等

ピザ関連事業
ピザ、ドリンク等及び食材並びにカップ、パッケージ
等の包装資材、ピザにかかわるライセンス料、ピザ関
連の広告宣伝等

　
当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　
ＫＦＣ
関連事業
(百万円)

ピザハット
関連事業
(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

33,703 10,437 44,140 ─ 44,140

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 33,703 10,437 44,140 (─) 44,140

　　営業費用 32,409 10,610 43,019 (─) 43,019

    営業利益又は
    営業損失(△)

1,293 △ 172 1,121 (─) 1,121

(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、KFC関連事業、ピザハット関連事業に区分して

おります。なお、当中間連結会計期間より、事業区分の表示を「チキン関連事業」は「KFC関連事業」、「ピザ

関連事業」は「ピザハット関連事業」へ変更しております。

２　事業区分及び各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分 区分に属する主要な製品等の名称

ＫＦＣ関連事業
チキン、サンド、ドリンク等及び食材並びにカップ、
パッケージ等の包装資材、チキンにかかわるライセ
ンス料、チキン関連の広告宣伝等

ピザハット関連事業
ピザ、ドリンク等及び食材並びにカップ、パッケージ
等の包装資材、ピザにかかわるライセンス料、ピザ関
連の広告宣伝等

３　追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以

前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した連結会計年度の翌連結会計年度

から、償却可能限度額と備忘価額との差額を５年間で均等償却する方法により減価償却費を計上しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間においては「KFC関連事業」は営業

費用が36百万円増加し、営業利益が同額減少しており、「ピザハット関連事業」は営業費用が２百万円増加

し、営業損失が同額増加しております。
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前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　
チキン
関連事業
(百万円)

ピザ
関連事業
(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

63,708 21,192 84,900 ─ 84,900

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 63,708 21,192 84,900 (─) 84,900

    営業費用 60,694 21,372 82,066 (─) 82,066

    営業利益又は
    営業損失(△)

3,014 △ 180 2,833 (─) 2,833

(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、チキン関連事業、ピザ関連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

事業区分 区分に属する主要な製品等の名称

チキン関連事業
チキン、サンド、ドリンク等及び食材並びにカップ、
パッケージ等の包装資材、チキンにかかわるライセ
ンス料、チキン関連の広告宣伝等

ピザ関連事業
ピザ、ドリンク等及び食材並びにカップ、パッケージ
等の包装資材、ピザにかかわるライセンス料、ピザ関
連の広告宣伝等

３　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の「(会計処理の変更)(有形固定資産の減価償却

の方法)」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い当連結会計年度から平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べ、当連結会計年度においては「チキン関連事業」は営業費用が35百万円増加し、営業利益が

同額減少しており、「ピザ関連事業」は営業費用が９百万円増加し、営業損失が同額増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)、当中間連結会計期間(自　平成19年

12月１日　至　平成20年５月31日)及び前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　当社グループは本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項は

ありません。

　

【海外売上高】

　前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)、当中間連結会計期間(自　平成19年

12月１日　至　平成20年５月31日)及び前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　当社グループは海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　前中間連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)、当中間連結会計期間(自　平成19年

12月１日　至　平成20年５月31日)及び前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

34/58



(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
  至　平成19年11月30日)

１株当たり純資産額 1,074.12円１株当たり純資産額 1,054.27円１株当たり純資産額 1,053.26円

１株当たり中間純利益 54.20円１株当たり中間純利益 26.64円１株当たり当期純利益 60.39円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

　潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

(注）算定上の基礎

  １．１株当たり純資産額

項目
前中間連結会計期間

(平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(平成20年５月31日)

前連結会計年度

(平成19年11月30日)

中間連結貸借対照表の純資

産の部の合計額
24,588百万円 24,121百万円 24,103百万円

普通株式に係る純資産額 24,588百万円 24,121百万円 24,103百万円

中間連結貸借対照表の純資

産の部の合計額と１株当た

り純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る中間連

結会計期間末の純資産との

差額

─ ─ ─

普通株式の発行済株式数 22,983,000株 22,983,000株 22,983,000株

普通株式の自己株式数 91,303株 103,383株 97,803株

１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式の数
22,891,697株 22,879,617株 22,885,197株

　
 ２．１株当たり中間(当期)純利益

項目

前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日

　至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年12月１日

　至　平成20年５月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年12月１日

　至　平成19年11月30日)

中間連結損益計算書上の中

間(当期)純利益
1,240百万円 609百万円 1,382百万円

普通株式に係る中間(当期)

純利益
1,240百万円 609百万円 1,382百万円

普通株主に帰属しない金額 ─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数 22,894,877株 22,881,064株 22,891,437株

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間会計期間末

(平成20年５月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　　　現金及び預金 8,184 7,449 7,993 

　　　売掛金 2,272 2,899 2,343 

　　　有価証券 3,747 5,646 4,346 

　　　たな卸資産 864 847 810 

　　　短期貸付金 1,019 12 15 

　　　未収入金 ─ 2,369 648

　　　その他 1,540 793 852

　　　貸倒引当金 △ 111 △ 207 △ 99 

　　　流動資産合計 17,51645.4 19,81248.5 16,909 44.6

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　　　建物 3,872 3,720 3,886 

　　　　機械及び装置 644 731 759 

　　　　工具器具備品 1,109 1,008 1,097 

　　　　土地 3,504 3,504 3,504 

　　　　その他 278 183 213 

　　　有形固定資産合計 9,410 9,148 9,462 

　２　無形固定資産 826 947 991 

　３　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 770 536 603 

　　　　差入保証金 7,254 7,227 7,281 

　　　　その他 3,477 3,409 3,337 

　　　　貸倒引当金 △ 655 △ 267 △ 648 

　　　投資その他の資産
　　　合計

10,846 10,906 10,573 

　　　固定資産合計 21,08354.6 21,00151.5 21,027 55.4

　　　資産合計 38,600100.0 40,814100.0 37,937 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間会計期間末

(平成20年５月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　　買掛金 5,959 7,033 6,159

　　　未払金 2,181 2,954 2,684

　　　未払法人税等 1,319 1,138 827

　　　未払費用 1,179 856 1,098

　　　役員賞与引当金 34 ─ 46

　　　その他 ※２ 781 725 592

　　　流動負債合計 11,45629.7 12,70831.1 11,40830.0

Ⅱ　固定負債

　　　退職給付引当金 2,045 2,142 2,082

　　　役員退職慰労引当金 89 88 98

　　　ポイント引当金 107 105 99

　　　長期前受収益 ─ 1,344 ─

　　　その他 126 171 168

　　　固定負債合計 2,3696.1 3,8519.5 2,4496.5

　　　負債合計 13,82635.8 16,55940.6 13,85736.5
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前中間会計期間末

(平成19年５月31日)

当中間会計期間末

(平成20年５月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 7,29718.9 7,29717.9 7,29719.2

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 10,430 10,430 10,430

　　(2) その他資本剰余金 0 ─ 0

　　　資本剰余金合計 10,43027.0 10,43025.6 10,43027.5

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 1,224 1,224 1,224

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 3,000 3,000 3,000

　　　　繰越利益剰余金 2,965 2,519 2,323

　　　利益剰余金合計 7,18918.6 6,74316.5 6,54817.3

　４　自己株式 △ 219△0.5 △ 242△0.6 △ 233△0.6

　　　株主資本合計 24,69864.0 24,22959.4 24,04363.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

75 25 35

　　　評価・換算差額等
　　　合計

75 0.2 25 0.0 35 0.1

　　　純資産合計 24,77364.2 24,25459.4 24,07963.5

　　　負債純資産合計 38,600100.0 40,814100.0 37,937100.0

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

38/58



② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 42,296100.0 41,825100.0 80,677100.0

Ⅱ　売上原価 19,98747.3 20,62849.3 38,43047.6

　　　売上総利益 22,30852.7 21,19650.7 42,24752.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５ 19,67546.5 19,81147.4 39,50049.0

　　　営業利益 2,6326.2 1,3853.3 2,7473.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 66 0.2 107 0.3 138 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 45 0.1 52 0.1 119 0.2

　　　経常利益 2,6546.3 1,4403.5 2,7653.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 91 0.2 55 0.1 138 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４ 231 0.5 73 0.2 347 0.4

　　　税引前中間(当期)
　　　純利益

2,5136.0 1,4233.4 2,5573.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,273 1,059 1,411

　　　法人税等調整額 △ 148 1,1242.7 △ 404 655 1.6 △ 174 1,2371.5

　　　中間(当期)純利益 1,3883.3 767 1.8 1,3191.7
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計資　本

準備金

その他

資  本

剰余金

資　本

剰余金

合  計

利　益

準備金

その他利益剰余金 利　益

剰余金

合計
別  途

積立金

繰越利益

剰 余 金

平成18年11月30日残高

(百万円)
7,29710,430 0 10,4301,2243,0002,1486,373△ 20423,897

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △ 572△ 572 △ 572

　中間純利益 ─ 1,3881,388 1,388

　自己株式の取得 ─ ─ △ 15 △ 15

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計

(百万円）
─ ─ ─ ─ ─ ─ 816 816 △ 15 801

平成19年５月31日残高

(百万円)
7,29710,430 0 10,4301,2243,0002,9657,189△ 21924,698

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年11月30日残高

(百万円)
84 84 23,981

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △ 572

　中間純利益 ─ 1,388

　自己株式の取得 ─ △ 15

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

△ 9 △ 9 △ 9

中間会計期間中の変動額合計

(百万円）
△ 9 △ 9 792

平成19年５月31日残高

(百万円)
75 75 24,773
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当中間会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計資　本

準備金

その他

資  本

剰余金

資　本

剰余金

合  計

利　益

準備金

その他利益剰余金 利　益

剰余金

合計
別  途

積立金

繰越利益

剰 余 金

平成19年11月30日残高

(百万円)
7,29710,430 0 10,4301,2243,0002,3236,548△ 23324,043

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △ 572△ 572 △ 572

　中間純利益 ─ 767 767 767

　自己株式の取得 ─ ─ △ 12 △ 12

　自己株式の処分 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0 3 2

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

─ ─ ─

中間会計期間中の変動額合計

(百万円）
─ ─ △ 0 △ 0 ─ ─ 195 195 △ 9 185

平成20年５月31日残高

(百万円)
7,29710,430 ─ 10,4301,2243,0002,5196,743△ 24224,229

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年11月30日残高

(百万円)
35 35 24,079

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △ 572

　中間純利益 ─ 767

　自己株式の取得 ─ △ 12

　自己株式の処分 ─ 2

　株主資本以外の項目の

　中間会計期間中の変動額

　(純額)

△ 10 △ 10 △ 10

中間会計期間中の変動額合計

(百万円）
△ 10 △ 10 175

平成20年５月31日残高

(百万円)
25 25 24,254
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前事業年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

　　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合    計資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合  計

利　益

準備金

その他利益剰余金 利　益

剰余金

合  計
別  途

積立金

繰越利益

剰 余 金

平成18年11月30日残高

(百万円)
7,29710,430 0 10,4301,2243,0002,1486,373△ 20423,897

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 ─ △1,144△1,144 △1,144

　当期純利益 ─ 1,3191,319 1,319

　自己株式の取得 ─ ─ △ 29 △ 29

　自己株式の処分 △ 0 △ 0 ─ 0 0

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額

　(純額)

─ ─ ─

事業年度中の変動額合計

(百万円)
─ ─ △ 0 △ 0 ─ ─ 175 175 △ 28 146

平成19年11月30日残高

(百万円)
7,29710,430 0 10,4301,2243,0002,3236,548△ 23324,043

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年11月30日残高

(百万円)
84 84 23,981

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 ─ △ 1,144

　当期純利益 ─ 1,319

　自己株式の取得 ─ △ 29

　自己株式の処分 ─ 0

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額

　(純額)

△ 48 △ 48 △ 48

事業年度中の変動額合計

(百万円)
△ 48 △ 48 97

平成19年11月30日残高

(百万円)
35 35 24,079
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

　(1) たな卸資産

　　　原材料のうち鶏肉については先

入先出法による低価法、それ

以外のたな卸資産については

先入先出法による原価法に

よっております。

　(1) たな卸資産

同左

　(1) たな卸資産

同左

　(2) 有価証券

　　①　子会社株式及び関連会社株式

　　　　移動平均法による原価法を採用

しております。

　(2) 有価証券

　　①　子会社株式及び関連会社株式

同左

　(2) 有価証券

　　①　子会社株式及び関連会社株式

同左

　　②　満期保有目的の債券

　　 　 償却原価法（定額法）であり

ます。

　　②　満期保有目的の債券

同左

　　②　満期保有目的の債券

同左

　　③　その他有価証券

時価のあるものについて

は、中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原

価法を採用しております。

なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が金利の調

整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用し

ております。

　　③　その他有価証券　

同左

　　③　その他有価証券

時価のあるものについて

は、決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として

移動平均法により算定)、時

価のないものについては、

移動平均法による原価法を

採用しております。

なお、取得原価と債券金額

との差額の性格が金利の調

整と認められるものについ

ては、償却原価法を採用し

ております。

２　固定資産の減価償却の方法

 

　(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物 ７～20年

機械及び装置 ３～９年

車両及び
運搬具

３～６年

工具器具備品 ５～９年
 

　　　なお、平成19年度の法人税法の改

正に伴い、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規

定する償却方法により減価償

却費を計上しております。

２　固定資産の減価償却の方法　

 

　(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物 ７～20年

機械及び装置 ３～９年

車両及び
運搬具

３～６年

工具器具備品 ５～９年

２　固定資産の減価償却の方法　

 

　(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物 ７～20年

機械及び装置 ３～９年

車両及び
運搬具

３～６年

工具器具備品 ５～９年
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前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

　(2) 無形固定資産

　　　定額法を採用しております。ま

た、自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

　(2) 無形固定資産

同左

　(2) 無形固定資産

同左

　(3) 長期前払費用

　　　定額法を採用しております。

　(3) 長期前払費用

同左

　(3) 長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　売掛債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

同左

　(2) 役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額

に基づき当中間会計期間に見

合う額を計上しております。

　(2) 役員賞与引当金

同左

　(2) 役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額

に基づき当事業年度に見合う

額を計上しております。

　(3) 退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。なお、数理計

算上の差異は、その発生時の

翌期に一括損益処理すること

としております。

　(3) 退職給付引当金

同左

　(3) 退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上

しております。

　　　なお、数理計算上の差異は、その

発生時の翌事業年度に一括費

用処理することとしておりま

す。

また、過去勤務債務は発生年

度に一括費用処理しておりま

す。

　(4) 役員退職慰労引当金

　　　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しておりま

す。

　(4) 役員退職慰労引当金

同左

　(4) 役員退職慰労引当金

　　　役員退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

　(5) ポイント引当金

　　　販売促進を目的とするポイント

システム制度に基づき、顧客

に付与したポイントの利用に

備えるため、当中間会計期間

末において将来利用されると

見込まれる額を計上しており

ます。

　(5) ポイント引当金

同左

　(5) ポイント引当金

　　　販売促進を目的とするポイント

システム制度に基づき、顧客

に付与したポイントの利用に

備えるため、当事業年度末末

において将来利用されると見

込まれる額を計上しておりま

す。
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　 前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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に

よっております。

同左 同左

５　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

５　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

同左

５　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間より、平成19年度の

法人税法の改正に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正法人税法に規定する

償却方法により減価償却費を計上し

ております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。

────
 

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、平成19年度の法人

税法の改正に伴い、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正法人税法に規定する償却

方法により減価償却費を計上してお

ります。これに伴い、前事業年度と同

一の方法によった場合と比べ、営業

利益が44百万円、経常利益が44百万

円、税引前当期純利益が44百万円、当

期純利益が44百万円それぞれ減少し

ております。

（固定資産除却損の計上区分の変

更）

　従来、店舗改装に伴う固定資産除却

損については、「特別損失」に計上

しておりましたが、当中間会計期間

から「営業外費用」に計上する方法

に変更しました。　

　この変更は店舗改装が毎期恒常的

に発生していること及び今後さらに

継続して発生することが見込まれる

ことによるものであります。

　この結果、従来の方法に比べて、営

業外費用が42百万円増加し、経常利

益及び特別損失が同額減少しており

ますが、税引前中間純利益に与える

影響はありません。

────
 

（固定資産除却損の計上区分の変

更）

　従来、店舗改装に伴う固定資産除却

損については、「特別損失」に計上

しておりましたが、当事業年度から

「営業外費用」に計上する方法に変

更しました。　

　この変更は店舗改装が毎期恒常的

に発生していること及び今後さらに

継続して発生することが見込まれる

ことによるものであります。

　この結果、従来の方法に比べて、営

業外費用が112百万円増加し、経常利

益及び特別損失が同額減少しており

ますが、税引前当期純利益に与える

影響はありません。

　

(表示方法の変更)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

───── (中間貸借対照表)

(未収入金)

　前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「未収入金」は、総資産額の5/100を

超えることとなったため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間における「未収入金」は、654百

万円であります。

(長期前受収益)

　前中間会計期間まで固定負債の「その他」に含めて表

示しておりました「長期前受収益」ついては、固定負債

に対する重要性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間における「長期前受収益」は、１

百万円であります。
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(追加情報)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

───── 　当中間会計期間より、平成19年度の法人税法の改正に

伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、償却可能限度額まで償却が終了した事業年度

の翌事業年度から、償却可能限度額と備忘価額との差額

を５年間で均等償却する方法により減価償却費を計上

しております。

　これに伴い、前中間会計期間と比べ、営業利益が38百万

円、経常利益が38百万円、税引前中間純利益が38百万円、

中間純利益が38百万円それぞれ減少しております。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年５月31日)

当中間会計期間末
(平成20年５月31日)

前事業年度末
(平成19年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

17,189百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

17,085百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

16,870百万円

※２　消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※２　消費税等の取扱い

同左

─────

　

(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 9百万円

有価証券利息 10百万円

賃貸料 37百万円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 12百万円

有価証券利息 17百万円

賃貸料 42百万円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 22百万円

有価証券利息 25百万円

賃貸料 53百万円

※２　営業外費用の主要項目

店舗改装等固定
資産除却損 42百万円

※２　営業外費用の主要項目

店舗改装等固定
資産除却損 48百万円

※２　営業外費用の主要項目

店舗改装等固定
資産除却損 112百万円

※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 ─百万円

店舗営業補償金 ─百万円

営業権売却益 23百万円

投資有価証券
売却益

51百万円

貸倒引当金戻入 10百万円

※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 8百万円

店舗営業補償金 6百万円

営業権売却益 39百万円

投資有価証券
売却益

─百万円

貸倒引当金戻入 ─百万円

※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 0百万円

店舗営業補償金 ─百万円

営業権売却益 50百万円

投資有価証券
売却益

51百万円

貸倒引当金戻入 28百万円
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前中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 27百万円

店舗閉鎖損失 50百万円

減損損失 152百万円

　当中間会計期間において、以下

の資産グループに基づき減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 15百万円

─
KFC店舗

POSシステム

リース
資産・
ソフト
ウェア

137百万円

合計 152百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額15百万円(建物12百万

円、その他3百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.25%を適

用しております。

　また、チキン関連事業のPOSシ

ステム入替に伴い、不要となる

リース資産及びソフトウェアの

帳簿価額を全額減額し、当該減

少額137百万円（リース資産85

百万円、ソフトウェア52百万

円）を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、リース資産については未

経過リース料を基に帳簿価額を

算定しております。

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 1百万円

店舗閉鎖損失 12百万円

減損損失 51百万円

　当中間会計期間において、以下

の資産グループに基づき減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 17百万円

─
ピザハット

店舗

SUSシステム

ソフト
ウェア

33百万円

合計 51百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額17百万円(建物15百万

円、その他1百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.10%を適

用しております。

　また、ピザハット関連事業の

SUSシステム入替に伴い、開発中

のソフトウェア勘定のうち、開

発委託先の変更に伴い使用不能

となったソフトウェア勘定の帳

簿価額を全額減額し、当該減少

額33百万円を減損損失として特

別損失に計上しております。

 

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 28百万円

店舗閉鎖損失 92百万円

減損損失 203百万円

　当事業年度において、以下の資

産グループに基づき減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類 金額

東京都 直営店舗 建物等 48百万円

東京都
本部管理

システム

ソフト
ウェア

17百万円

─
KFC店舗

POSシステム

リース
資産・
ソフト
ウェア

137百万円

合計 203百万円

　資産のグルーピングは、直営店

舗については継続的な収支の把

握を行っていることから各店舗

毎を、貸与資産については、各資

産をグルーピングの最小単位と

しております。

　営業損益が継続してマイナス

の直営店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額48百万円(建物44百万

円、その他4百万円)を減損損失

として特別損失に計上しており

ます。

　なお、回収可能価額は、使用価

値を採用し、割引率は3.45%を適

用しております。

　本部管理用システムで不要と

なるソフトウェアの帳簿価額を

全額減額し、当該減少額17百万

円を減損損失として特別損失に

計上しております。

　また、チキン関連事業のPOSシ

ステム入替に伴い、不要となる

リース資産及びソフトウェアの

帳簿価額を全額減額し、当該減

少額137百万円（リース資産85

百万円、ソフトウェア52百万

円）を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、リース資産については未

経過リース料を基に帳簿価額を

算定しております。

※５　減価償却実施額

有形固定資産 752百万円

無形固定資産 124百万円

※５　減価償却実施額

有形固定資産 883百万円

無形固定資産 111百万円

※５　減価償却実施額

有形固定資産 1,668百万円

無形固定資産 247百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

　

前中間会計期間（自　平成18年12月1日　至　平成19年５月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 84,303 7,000 ─ 91,303

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

　 単元未満株式の買取による増加 7,000株

　

当中間会計期間（自　平成19年12月1日　至　平成20年５月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 97,803 7,040 1,460 103,383

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

　 単元未満株式の買取による増加 7,040株

　 単元未満株式の売却による減少 1,460株

　

前事業年度（自　平成18年12月1日　至　平成19年11月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 84,303 13,900 400 97,803

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次の通りであります。

　 単元未満株式の買取による増加 13,900株

　 単元未満株式の売却による減少    400株
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(リース取引関係)

　
前中間会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 746

減価償却累計額相当額 384

減損損失累計額相当額 42

中間期末残高相当額 319

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

 

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 2,400

減価償却累計額相当額 504

中間期末残高相当額 1,896

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

工具器具備品
(百万円)

取得価額相当額 2,415

減価償却累計額相当額 323

期末残高相当額 2,092

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 133百万円

１年超 238百万円

合計 372百万円

リース資産減損
勘定の残高 42百万円

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 492百万円

１年超 1,436百万円

合計 1,928百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 480百万円

１年超 1,631百万円

合計 2,112百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 100百万円

減価償却費相当額 87百万円

支払利息相当額 17百万円

減損損失 42百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

 

支払リース料 279百万円

減価償却費相当額 256百万円

支払利息相当額 34百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 354百万円

減価償却費相当額 319百万円

支払利息相当額 52百万円

減損損失 42百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 1百万円

１年超 ─百万円

合計 1百万円

２　オペレーティング・リース取引

─────

２　オペレーティング・リース取引

─────
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年５月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

当中間会計期間末(平成20年５月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

前事業年度末(平成19年11月30日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　前中間会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日)

該当事項はありません。

　

　当中間会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日)

該当事項はありません。

　

　前事業年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

平成20年７月17日開催の取締役会において、第40期の中間配当を行うことを決議いたしました。

　中間配当金総額　　　　　   572百万円

　１株当たりの額　　　　　　　　　25円
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号(親会社の異動及び主要株主の異動)

の規定に基づく臨時報告書　平成19年12月14日関東財務局長に提出

　

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第39期(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日)　平成20年２月21日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年８月23日

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

取締役会　御中

新日本監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　西　　田　　英　　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　清　　水　　芳　　彦　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの連結会

計年度の中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわ

ち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社及び連結子会社の平成19年５月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日ま

で)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年８月25日

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士   西　　田　　英　　樹　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 　清　　水　　芳　　彦　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日ま

での連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)に係る中間連結財務諸

表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社及び連結子会社の平成20年５月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日ま

で)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年８月23日

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

取締役会　御中

新日本監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　西　　田　　英　　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　清　　水　　芳　　彦　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの第39期

事業年度の中間会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間

貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成19年５月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年８月25日

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 　西　　田　　英　　樹　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 　清　　水　　芳　　彦　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日ま

での第40期事業年度の中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)に係る中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社の平成20年５月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間(平成19年12月１日から平成20年５月31日まで)の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

 
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　

EDINET提出書類

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(E03157)

半期報告書

58/58


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	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


	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

