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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 82,671 25.6 3,313 1.1 3,292 △4.2

17年３月期 65,817 12.4 3,275 9.3 3,436 14.2

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,004 △37.3 24 25 24 10 5.3 5.7 3.9

17年３月期 1,602 45.6 38 69 38 57 9.0 7.8 5.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 41,410,177株 17年３月期 41,407,476株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 60,775 18,940 31.1 457 12

17年３月期 54,374 18,286 33.6 441 65

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 41,432,577株 17年３月期 41,403,989株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 6,591 △10,226 4,469 10,243

17年３月期 5,690 △12,871 9,757 9,276

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 19社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 47,110 1,030 103

通　期 101,010 4,590 1,548

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　37円 36銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。

実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、平成18年3月末において、当社及び子会社19社で構成され、外食、介護、農業、環境、教育事業を

展開しております。当グループの事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。

　 平成18年3月31日現在

区分 会社名 事業内容

外食事業 当社 飲食店（「和民」、「坐・和民」、「和民市場」、「和み

亭」、「手づくり厨房」、「ゴハン」、「然の家」、「炭

団」）の経営

㈱ティージーアイ・フライデー

ズ・ジャパン及びWATAMI 

USA GUAM 他１社

日本及び米国GUAMにおける飲食店（米国レストランチェーン

「T.G.I.フライデーズ」）の経営

和民（中國）有限公司 中国における飲食店「和民 Hong Kong」の経営

㈱渡美商事
問屋から酒・飲料類を仕入れ、当グループの直営店及びフラ

ンチャイズ加盟店への納入

ワタミダイレクトフランチャ

イズシステムズ㈱

飲食店（「わたみん家」）の経営ならびに外食事業における

フランチャイズ事業の展開

和民餐飲（深圳）有限公司 中国広東省深圳市における飲食店「和民 Shenzhen」の経営

三商和民股份有限公司 中華民国台北市における飲食店「和民 Taiwan」の経営 

農業 ㈱ワタミファーム 当グループ及び他の企業に対する農作物及び肥料の販売及び

研修事業請負

㈲ワタミファーム 農作物の生産及び㈱ワタミファームに対する農作物の納入

㈲当麻グリーンライフ 農作物の生産及び㈱ワタミファームに対する農作物の納入

㈱ワタミバイオ耕研 肥料、飼料、農業資材の製造 

店舗施工・メンテナン

ス業・環境改善事業
ワタミエコロジー㈱

環境改善事業・当グループ及び他の企業の店舗施工・メンテ

ナンス業務を受託

人材採用・教育業 ワタミユニバーシティ㈱ 当グループ及び他の企業の人材採用・教育業務を受託

介護事業 ワタミメディカルサービス㈱
訪問介護事業・訪問看護事業・居宅介護支援事業・高齢者マ

ンションの運営・病院事務受託・物品貸付

㈱アールの介護 有料老人ホームの運営、及びこれに附帯する一切の業務

花卉販売業 グリーンインダストリー㈱
卸売業者・生産者から花卉を仕入れ、当グループの外食事業

部門、他の企業へ納入及び小売
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 （注）当連結会計年度において、ワタミフードサービス㈱、ワタミ医療サービス㈱を設立しておりますが、当連結会計年

度においては、事業を行っていないため前記表及び図には記載しておりません。

（ワタミフードサービス㈱は従来ワタミ㈱が行っていた外食店舗運営業務を、また、ワタミ医療サービス㈱は従

来ワタミメディカルサービス㈱が行っていた病院事務受託業務等を、平成18年4月1日より移管しております。）

また、㈱アールの介護は平成18年4月1日にワタミメディカルサービス㈱を吸収合併し、社名を「ワタミの介護㈱」

に変更しております。
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関係会社の状況

　 平成18年3月31日現在

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権に対
する所有割
合（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱ティージーアイ・フライデー
ズ・ジャパン

東京都
大田区

260百万円 外食事業 直接87.5

当社は資金援助を行って
おります。
なお、当社は店舗の一部
を賃借し、また当社の店
舗を一部賃貸しておりま
す。
役員の兼任…３名

WATAMI USA GUAM 米国GUAM 219百万円 外食事業 間接73.4 役員の兼任…３名

WATAMI GUAM 米国GUAM 21千円
外食事業
（酒類等販売業）

間接98.5 役員の兼任…１名

和民（中國）有限公司
中国
（香港）

89百万円 外食事業 直接51.0

当社は借入債務について
経営指導念書の差入を
行っております。
なお、当社は資金援助を
行っております。
役員の兼任…３名

㈱渡美商事
東京都
大田区

10百万円
外食事業
（酒類等販売業）

直接100
当社は酒・飲料類の仕入
を行っております。
役員の兼任…３名

ワタミダイレクトフランチャ
イズシステムズ㈱

東京都
大田区

80百万円 外食事業 直接100 役員の兼任…３名

ワタミフードサービス㈱
 東京都
 大田区

200百万円 外食事業 直接100 役員の兼任…３名 

和民餐飲（深圳）有限公司
中国広東省
深圳市

31百万円 外食事業 間接100 役員の兼任…１名

三商和民股份有限公司 
中華民国
(台北市) 

170百万円 外食事業 直接60.0 役員の兼任…３名

ワタミユニバーシティ㈱
東京都
大田区

80百万円 人材採用・教育業 直接87.5

当社は人材採用・教育業
務を委託しております。
なお、当社は資金運用の
受託を行っております。
役員の兼任…３名

ワタミエコロジー㈱
東京都
大田区

194百万円
店舗施工・メンテ
ナンス業

直接64.4

当社は店舗施工・メンテ
ナンス業務を委託してお
ります。
なお、当社は資金運用の
受託を行っております。
役員の兼任…２名

グリーンインダストリー㈱
東京都
大田区

15百万円 花卉販売業 直接66.6 役員の兼任…１名

㈱ワタミファーム
東京都
大田区

120百万円 卸売業 直接100
役員の兼任…３名
なお、当社は資金援助を
行っております。

㈲ワタミファーム
北海道
久遠郡

３百万円 農業 直接10
当社は㈱ワタミファーム
を経由して、有機野菜の
仕入を行っております。

㈲当麻グリーンライフ
北海道
上川郡

43百万円 農業 間接46.4 役員の兼任…１名
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名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権に対
する所有割
合（％）

関係内容

㈱ワタミバイオ耕研 
東京都 
大田区

40百万円 肥料製造 間接100 
 役員の兼任…2名
 なお、当社は資金援助
 を行っております。

ワタミメディカルサービス㈱
東京都
大田区

70百万円 介護事業 直接100 役員の兼任…２名

ワタミ医療サービス㈱ 
東京都 
大田区 

10百万円 医療関連事業 直接100 役員の兼任…２名

㈱アールの介護
東京都
大田区

95百万円 介護事業 直接100
役員の兼任…２名
なお、当社は資金運用の
受託を行っております。

（注）　㈱渡美商事は特定子会社に該当いたします。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　ワタミグループは、「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」というスローガンのもと、

「地球人類の人間性向上のためのよりよい環境をつくり、よりよいきっかけを提供すること」というミッションを掲

げ、事業活動を展開しています。環境貢献、社会貢献、人間貢献をテーマとして、人として、企業としての使命（責

任）を果たし続けられる、持続可能な経営を目指して日々努力を積み重ねております。私たちは、「人」が差別化の

要因となる分野においてさまざまなビジネスをグループで展開し、ステークホルダーのみなさまから感謝と信頼を集

め続けるグループを目指していきたいと考えております。

　本年４月１日に外食店舗運営業務をワタミフードサービス㈱（平成18年２月設立）に移管することにより、持株会

社体制に移行し、「外食」「介護」「環境」「農業」「教育」といった分野への積極的な挑戦を進めるとともに最適

な事業ポートフォリオの構築を目指しております。ワタミグループは、「その事業に参入してよかった」と言われる

事業に参入し、あらゆる場面で「ありがとう」を頂ける存在になりたいと考えております。

２．利益配分に関する基本方針

　株主の皆様への利益還元は、経営の重要課題であると位置付けております。業績、配当性向、キャッシュフローの

バランスを総合的に勘案し、安定的な配当の継続を行い、配当性向は20％を基本としております。

　なお当連結会計年度の配当については、上期５円、下期５円の通期10円を予定しております。内部留保資金は、店

舗及び老人ホームや新規事業展開など将来への投資に充当してまいります。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式投資単位の引き下げが、より多くの皆様に投資参加いただける有用な施策の一つであると認識してお

り、株価水準や費用対効果などを勘案して慎重に対処したいと考えております。

４．目標とする経営指標

　ワタミグループは、今後も積極的に事業を拡大し、展開していきます。ROI（投下資本利益率）40％をグループの指

標として、外食店舗、老人ホーム等への投資を行っていきます。

５．中長期的な経営戦略

(1）持株会社体制への移行

ワタミグループは事業持株会社体制の特性を最大限に発揮し、効率的なグループ経営を図るとともに、「外食事

業」をひとつの柱として「介護」「環境」「農業」「教育」の分野への拡大を目指していきます。「外食事業」

においては、国内における展開とアジアを中心とした海外への展開を行っていきます。2005年５月には台湾にお

いて三商和民股份有限公司を設立し、同11月に台北市へ１号店を出店致しました。「介護」の分野では、第二の

収益事業として、2005年３月には（株）アールの介護（現「ワタミの介護㈱」）の株式を100％取得し、介護事業

に本格的に参入いたしました。

(2）外食1,000店舗体制へ

居食屋マーケットにおけるワタミグループの最適なポートフォリオの構築を目指します。主力業態「和民」を中

心に、「坐・和民」「炭団」「わたみん家」「T.G.I. Friday’s」等の業態ポジショニングを明確にしていきま

す。ROI40％の出店基準をベースとして、新業態開発やそれに伴う立地開発、新商勢圏への積極的な出店を行い

1,000店舗達成を目指していきます。

(3）財務戦略

経営指標としては、ROIを意識して、借入と自己資本のバランスを適切に保ち、健全な財務内容を維持しながらグ

ループ全体の効率的な事業の推進を行っていくことが必要と考えております。
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６．会社が対処すべき課題

(1）持株会社体制の構築

　当社は2006年４月に経営管理と事業執行を分離した体制に移行致しました。

　この新体制下においてはグループ全体の「統一性」を維持しつつ、別会社化された事業会社が市場とお客様の

ニーズに応じて「独自性」を発揮できるように権限と責任を与え、自主独立の運営を行ない、「グループ企業価

値」の最大化と事業ポートフォリオの最適化を目指してまいります。

(2）外食事業

①　主力業態「和民」の既存店対策

　主力業態「和民」を中心とした既存店売上前年比は98.4％となりました。前事業年度における既存店売上前年

比は停滞月があったものの、直近２月、３月には既存店売上前年比100％を回復することができました。この状況

を安定的に創出するのが最重要の課題であります。「和民」から「坐・和民」「わたみん家」への業態転換を行

うとともに、「和民」ブランドをブラッシュアップさせることにより、各店舗における数値目標は引き続き前年

比100％と定め、その達成に向けた個別の対策を強化していきます。

②　その他の外食業態

　「和民」ブランドを補完する第二の主力業態の確立です。「炭団」「わたみん家」「T.G.I. Friday’s」等の

各業態については、業態のポジショニングを明確にし、継続した改善に取り組みながら、各々の持つ強みを活か

した収益構造の確立を進めていきます。

(3）介護事業

　2005年３月に㈱アールの介護の経営権を取得し、本格的に介護事業へと参入した1年でしたが、2006年４月に２

つの介護会社を合併させ「ワタミの介護㈱」として新たなスタートをきっております。2006年７月より「ホーム

の設計基準」に則った独自開発のホームが順次オープン予定であり、外食で培ったサービス、食事、施設開発、

建設のノウハウを最大限に生かしてゆきます。 

(4）その他事業

　「農業」「環境」「教育」の各分野については、各事業会社がそれぞれ独立した領域の中で事業を拡大し、グ

ループ全体の利益に貢献できる体制を築いていきます。

(5）その他の取り組み

　ワタミグループの成長の支えとなる人材を、外食事業の出店計画やその他の事業の展開計画にあわせて、採用

活動を行っていきます。2007年入社の新卒社員は610名を目標にしております。
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７．親会社等に関する事項

(1)親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合
（％）

親会社等が発行する株券が上場
されている証券取引所等

有限会社アレーテー

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

26.12 なし

 

(2)　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は親会社等との間において、損害保険についての取引がありますが、当社グループとの事業の棲み分けが

なされており、また親会社等兼任役員の就任状況は、独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確

保されていると認識しております。

（役員の兼務状況）

役職 氏名

 監査役（非常勤）  渡邉美樹

 

(3)　親会社等との取引に関する事項

　親会社等との取引に関する事項は、「４．連結財務諸表等」の「⑦関連当事者との取引」をご参照ください。
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３．連結経営成績および財務状態
１．当連結会計年度の経営成績

　当連結会計年度の日本経済は、雇用環境の改善や、設備投資の増加を背景にゆるやかな景気回復を続けております。

また、企業部門の好調さが家計部門へ波及し、個人消費も緩やかに回復しております。しかしながら、主力事業の外

食事業分野におきましては、デフレ傾向からの転換が見られるものの、天候不順、中食等他業界との競合等により依

然厳しい経営環境が続いております。また、介護事業分野におきましては、高齢化の進展と介護保険制度の浸透、多

様な介護サービスへのニーズの高まりを背景に、市場は引き続き順調に拡大しております。

＜外食事業＞

当期におきましては、積極的に北海道、東北、北陸、甲信越地方等の新商勢圏への出店を行い、「坐・和民」を中心

に100店の出店を行いました。また競合の激化する首都圏においては「坐・和民」「わたみん家」への業態転換を積極

的に行い、56店がリニューアルオープンしました。新規業態の開発にも尽力し、当期においては、焼肉業態の「炭団」

を始め３つの新業態を出店しました。また、既存業態のブラッシュアップにも取組み「和民」のリニューアルバージョ

ンの展開も始めました。この結果業態転換店を含む国内グループ既存店の売上高前年比は98.4%となり、農業を含む外

食事業の当期における売上高は76,775百万円となっております。

＜介護事業＞

当期におきましては、外食事業で培った、サービス、食事、施設開発・建設のノウハウを最大限に発揮し、ワタミグ

ループとしての介護事業の確立に取り組みました。この結果介護事業の当期における売上高は4,595百万円となってお

ります。

 ＜その他事業＞

環境事業においては、外食店舗の環境負荷を低減させる仕組みの構築に取り組みました。環境事業を含むその他事業

の当期における売上高は1,301百万円となっております。 

　このような施策の結果、当連結会計年度は売上高は82,671百万円（前期比125.6％）と前年を上回ったものの、新規

出店・業態転換出店が計画を上回り、開業費用、固定資産除却損が増加したことや、介護事業における介護保険収入

及び月額利用料収入が計画を下回ったことにより、経常利益3,292百万円（前期比95.7％）、当期純利益は1,004百万

円（前期比62.6％）と前年を下回る結果となりました。

２．財務状態

当連結会計年度におけるキャッシュフローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益

が2,406百万円（前期比75.5％）となりました。新規出店のための設備投資（有形固定資産の取得による支出および保

証金差入）などによる支出が増加したものの、減価償却費が増加したことにより、前連結会計期間末に比べて967百万

円増加し、当期連結会計期間末には、10,243百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は、6,591百万円（前期比900百万円増）となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益および減価償却費の合計が5,794百万円あったことなど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）

投資活動の結果使用した資金は、10,226百万円（前期比2,645百万円減）となりました。

これは主に店舗の出店にともなう有形固定資産並びに保証金の差入れによる支出の合計が10,350百万円あったことな

ど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）

財務活動で得られた資金は、4,469百万円（前期比5,288百万減）となりました。

これは長期借入れによる収入が9,311百万円、借入れ金の返済による支出が4,391百万円あったことによるものであり

ます。

３．通期の連結見通し

　2007年３月期の通期の業績につきましては、個人消費が緩やかに増加している一方、お客様のニーズの多様化に対

応するため、外食事業におきましては、主力の和民ブランドを中心に100店の新規出店と62店の業態転換を計画してお

ります。また介護事業においては、既存のグループ内の介護事業の会社を合併させ「ワタミの介護株式会社」として

新たなスタートをきっており、今期においては、「ホームの設計基準」に則った独自開発の新施設の開設を４棟計画

しております。

　以上の施策等によりグループ連結としては、売上高101,010百万円（当期実績比122.1％）、経常利益は4,590百万円

（当期実績比139.4％）、当期純利益1,548百万円（当期実績比154.1％）を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 10,456,669 10,243,926  

２．受取手形及び売掛金 742,862 1,350,622  

３．売掛金 － －  

４．有価証券 18,227 －  

５．棚卸資産 377,889 544,603  

６．繰延税金資産 248,654 334,849  

７．その他 1,958,788 2,391,419  

８．貸倒引当金 △9,015 △1,720  

流動資産合計 13,794,075 25.4 14,863,700 24.4  

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 26,961,559 33,088,999  

減価償却累計額 10,621,450 16,340,108 12,852,383 20,236,616  

２．土地 1,003,075 960,757  

３．建設仮勘定 61,477 333  

４．その他 1,374,030 1,503,374  

減価償却累計額 914,967 459,062 1,028,511 474,863  

有形固定資産合計 17,863,724 32.8 21,672,569 35.7  

(2）無形固定資産  

１．連結調整勘定 8,750,495 8,312,409  

２．その他 416,690 453,609  

無形固定資産合計 9,167,185 16.9 8,766,019 14.4  

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 49,912 82,562  

２．長期貸付金 134,045 102,328  

３．差入保証金 11,844,195 13,529,009  

４．繰延税金資産 1,018,728 1,159,514  

５．投資固定資産  247,782 117,573  

 　 減価償却累計額  92,336 155,446 55,735 61,837  

６. その他 ※２  390,419  624,408  

７．貸倒引当金 △43,777 △84,320  

投資その他の資産合計 13,548,969 24.9 15,473,340 25.5  

固定資産合計 40,579,880 74.6 45,911,929 75.6  

Ⅲ　繰延資産  

１．開業費 233 175  

繰延資産合計 233 0.0 175 0.0  

資産合計 54,374,190 100.0 60,775,805 100.0  
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 2,464,719 2,836,439  

２．短期借入金 ※１ 4,105,057 1,938,688  

３．未払法人税等 1,228,284 900,896  

４．賞与引当金 65,716 63,909  

５．未払金 1,804,510 2,375,923  

６. 未払役員退職慰労金 ※１ 1,500,000 －  

７．株主優待引当金 89,420 121,850  

８．その他 2,948,589 3,859,489  

流動負債合計 14,206,298 26.1 12,097,195 19.9  

Ⅱ　固定負債  

１．社債 1,500,000 1,500,000  

２．長期借入金 ※１ 17,701,254 24,984,804  

３. 役員退職慰労引当金 61,392 －  

４. 退職給付引当金 6,703 6,208  

５．その他 2,258,341 2,829,902  

固定負債合計 21,527,690 39.6 29,320,914 48.3  

負債合計 35,733,989 65.7 41,418,110 68.2  

（少数株主持分）  

少数株主持分 353,934 0.7 417,661 0.7  

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 4,320,072 8.0 4,334,558 7.1  

Ⅱ　資本剰余金 4,912,382 9.0 4,926,982 8.1  

Ⅲ　利益剰余金 9,098,249 16.7 9,684,633 15.9  

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 11,429 0.0 25,267 0.0  

Ⅴ　為替換算調整勘定 △1,449 0.0 42,438 0.0  

Ⅵ　自己株式 ※５ △54,417 △0.1 △73,848 △0.0  

資本合計 18,286,266 33.6 18,940,032 31.1  

負債、少数株主持分及び資本合計 54,374,190 100.0 60,775,805 100.0  
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
増減

（千円）

Ⅰ　売上高 65,817,968 100.0 82,671,651 100.0  

Ⅱ　売上原価 20,782,841 31.6 27,215,853 32.9  

売上総利益 45,035,127 68.4 55,455,797 67.1  

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 610,196 986,273  

２．貸倒引当金繰入額 5,914 8,159  

３．役員報酬 233,959 316,380  

４．役員退職慰労引当金繰

入額
13,600 －  

５．給与手当 16,938,607 21,732,051  

６．賞与引当金繰入額 25,319 58,406  

７．福利厚生費 940,113 1,138,757  

８．消耗品費 1,389,042 1,961,594  

９．衛生費 815,376 905,853  

10．賃借料 10,061,130 11,982,531  

11．減価償却費 2,597,497 3,233,800  

12．水道光熱費 3,111,399 3,559,902  

13．連結調整勘定償却額 2,949 440,553  

14．その他 5,014,453 41,759,562 63.4 5,818,166 52,142,433 63.1  

営業利益 3,275,564 5.0 3,313,363 4.0  

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 6,412 10,864  

２．店舗備品協賛金 192,042 252,287  

３．設備賃貸収入 23,235 144,703  

４．雑収入 88,894 310,585 0.4 159,520 567,376 0.7  

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 101,744 397,576  

２．設備賃貸費用 23,473 104,769  

３．雑損失 24,149 149,367 0.2 86,279 588,625 0.7  

経常利益 3,436,782 5.2 3,292,114 4.0  
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
増減

（千円）

Ⅵ　特別利益  

１. 固定資産売却益 －   491    

２. 投資有価証券売却益 2,999   4,123    

３. 役員退職慰労引当金戻

入益
－   61,392    

４. 契約補償金収入 －   27,000    

５. 営業譲渡益 30,000   －    

６．営業損失補填金 － 32,999 0.1 5,241 98,247 0.1  

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 － 61,710  

２．固定資産除却損 ※１ 155,993 781,717  

３．リース契約解約損 ※２ 13,882 49,557  

４．設備賃貸借契約解約損  16,000 14,951  

５．減損損失 ※３ － 50,672  

６. 子会社株式売却損  35,564 －  

７. 役員退職慰労金  16,220 －  

８. 役員退職慰労引当金繰

入額
 47,792 －  

９.貸倒引当金繰入額  － 285,452 0.4 25,501 984,110 1.2  

税金等調整前当期純利益 3,184,329 4.9 2,406,252 2.9  

法人税、住民税及び事業税 1,805,213 1,606,578  

法人税等調整額 △311,672 1,493,540 2.3 △213,061 1,393,517 1.7  

少数株主利益 88,498 0.2 8,370 0.0  

当期純利益 1,602,289 2.4 1,004,364 1.2  
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,911,234 4,912,382  

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行 －  －   

２．ストックオプションの
権利行使による新株の
発行

1,148  14,458   

３．自己株式処分差益 － 1,148 141 14,599  

Ⅲ　資本剰余金期末残高 4,912,382 4,926,982  

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 7,910,314 9,098,249  

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益 1,602,289 1,602,289 1,004,364 1,004,364  

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 414,088 414,035  

２．自己株式処分差損 266 －  

３.連結子会社の決算日
変更に伴う減少高

－ 414,354 3,944 417,979  

Ⅳ　利益剰余金期末残高 9,098,249 9,684,633  
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 3,184,329 2,406,252  

減価償却費 2,676,826 3,388,300  

受取利息及び受取配当金 △6,864 △11,446  

支払利息 101,744 388,076  

子会社株式売却損 35,564 －  

固定資産除却損 155,993 782,269  

営業譲渡益 △30,000 －  

リース契約解約損 13,882 48,303  

売上債権の増加額 △101,562 △606,819  

棚卸資産の増加額 △75,102 △171,716  

仕入債務の増加額 339,998 352,122  

未払金の増加額 674,506 577,962  

未払費用の増加額 260,873 450,771  

株主優待引当金の増加額又は減少額（△） △1,721 32,430  

減損損失 － 50,672  

役員退職慰労引当金の減少額 61,392 △6,703  

未払役員退職慰労金の支払 － △350,000  

その他 △150,614 1,409,127  

小計 7,139,247 8,739,602 1,600,355

利息及び配当金の受取額 9,067 10,903  

利息の支払額 △105,066 △384,482  

法人税等の支払額 △1,352,328 △1,775,007  

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,690,919 6,591,016 900,097

－ 15 －



前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,260,111 △7,632,237  

子会社株式の取得による支出 ※２ △5,730,132 －  

保証金の差入による支出 △1,648,130 △2,718,191  

保証金の回収による収入 299,955 166,760  

貸付けによる支出 △3,822,543 －  

貸付金の回収による収入 2,072,380 －  

営業譲渡による収入 30,000 －  

その他 186,830 △42,495  

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,871,751 △10,226,164 2,645,587

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,700,000 －  

短期借入金の返済による支出 △700,000 △2,000,000  

長期借入れによる収入 8,387,310 9,311,500  

長期借入金の返済による支出 △102,292 △2,391,072  

株式の発行による収入 2,296 28,944  

自己株式取得支出 － △20,296  

配当金の支払額 △412,188 △411,989  

少数株主からの払込による収入 － 68,223  

その他 △117,470 △115,690  

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,757,654 4,469,618 △5,288,036

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,769 58,108 100,877

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 2,534,052 △229,805 △2,763,857

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,742,123 9,276,176 2,534,053

Ⅶ　連結子会社の決算期変更による期首残高

受入高
－ 17,061 17,061

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 9,276,176 10,243,926 967,750
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数及び名称
①連結子会社数　15社
②連結子会社名
㈱渡美商事
ワタミユニバーシティ㈱
（旧社名㈱キャリアビジョン）
ワタミエコロジー㈱
（旧社名ジャパン・リテイル・メンテナン
ス㈱）
㈱ティージーアイ・フライデーズ・ジャパ
ン
グリーンインダストリー㈱
和民（中國）有限公司
WATAMI USA GUAM
WATAMI GUAM
㈱ワタミファーム
㈲ワタミファーム
ワタミメディカルサービス㈱
ワタミダイレクトフランチャイズシステム
ズ㈱
和民餐飲（深圳）有限公司
㈱アールの介護
㈲当麻グリーンライフ

当連結会計年度において、ワタミメディカ
ルサービス㈱、ワタミダイレクトフラン
チャイズシステムズ㈱及び和民餐飲（深
圳）有限公司を設立し、また㈱アールの介
護の株式及び㈲当麻グリーンライフの出資
持分を取得したことにより、子会社となっ
たため、連結の範囲に含めております。

㈱アールの介護及び㈲当麻グリーンライフ
は、各子会社の決算日に株式等を取得した
とみなしているため各社の貸借対照表のみ
を連結しております。

(2)非連結子会社
㈱アールズリレーション1社であります。

（連結の範囲から除いた理由）
㈱アールズリレーションの総資産、売上高、
当期純損益、利益剰余金等は連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であるため、連結の対
象から除いております。

(1)連結子会社の数及び名称
①連結子会社数　19社
②連結子会社名
㈱渡美商事
ワタミユニバーシティ㈱
ワタミエコロジー㈱
㈱ティージーアイ・フライデーズ・ジャパ
ン
グリーンインダストリー㈱
和民（中國）有限公司
WATAMI USA GUAM
WATAMI GUAM
㈱ワタミファーム
㈲ワタミファーム
ワタミメディカルサービス㈱
ワタミダイレクトフランチャイズシステム
ズ㈱
和民餐飲（深圳）有限公司
㈱アールの介護
㈲当麻グリーンライフ
三商和民股份有限公司
㈱ワタミバイオ耕研
ワタミフードサービス㈱
ワタミ医療サービス㈱

当連結会計年度において、三商和民股份有
限公司、㈱ワタミバイオ耕研を設立、ワタ
ミフードサービス㈱及びワタミ医療サービ
ス㈱を設立したことにより、連結の範囲に
含めております。

 
 

 
 
(2)非連結子会社
㈱アールズリレーション1社であります。

（連結の範囲から除いた理由）
㈱アールズリレーションの総資産、売上高、
当期純損益、利益剰余金等は連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であるため、連結の対
象から除いております。

２. 持分法の適用に関する事項 非連結子会社（㈱アールズリレーション）
は、持分法を適用しておりません。

（持分法を適用しない理由）

当期純損益及び利益剰余金等からみて、

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外しておりま

す。  

非連結子会社（㈱アールズリレーション）
は、持分法を適用しておりません。

（持分法を適用しない理由）

当期純損益及び利益剰余金等からみて、

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外しておりま

す。  
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項

連結子会社のうち、和民（中國）有限公司、
和民餐飲（深圳）有限公司及び㈲当麻グ
リーンライフの決算日は12月31日、
WATAMI USA GUAM.WATAMI GUAM及び㈱アー
ルの介護の決算日は2月28日であり、連結
決算日との差は3ヶ月以内であるため、当
該連結子会社の事業年度に係る財務諸表を
基礎として連結を行っております。但し、
連結決算日との間に生じた重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を行っておりま
す。

連結子会社のうち、和民（中國）有限公司
及び和民餐飲（深圳）有限公司の決算日
は12月31日、WATAMI USA GUAM.WATAMI 
GUAM及び㈱アールの介護の決算日は2月28
日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内
であるため、当該連結子会社の事業年度に
係る財務諸表を基礎として連結を行ってお
ります。但し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必要な調整
を行っております。
また、㈲当麻グリーンライフに関して、従
来同社の決算日は12月31日でしたが、同社
の連結子会社化に伴う決算管理体制の強化
により、決算日を当社と同一の3月31日に
変更いたしました。
具体的には、平成16年12月31日終了事業年
度ののち、平成17年1月1日から平成17年3
月31日までの3ヶ月間での決算を行いまし
た。
これを受けて、当連結財務諸表作成に当
たっては、平成17年1月1日から平成18年3
月31日までの15ヶ月間の損益などを取り込
んでおります。取り込みの方法としては、
平成17年1月1日から平成17年3月31日まで
の損益について連結剰余金計算書において
処理し、同社の平成17年4月1日から平成18
年3月31日までの12ヶ月間の損益計算書及
び平成18年3月31日時点の貸借対照表を連
結しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．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

その他有価証券
　時価のあるもの
　当連結会計年度末の市場価格等に
基づく時価法（評価差額は全部資本
直入法により処理し、売却原価は移
動平均法による）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

その他有価証券
　時価のあるもの

同　　左

　時価のないもの
　移動平均法による原価法

②　デリバティブ
　　 原則として時価法

　時価のないもの
同　　左

②　デリバティブ
同　　左

③　棚卸資産
主として総平均法による原価法

③　棚卸資産
主として総平均法による原価法

(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
 主として定率法（平成10年4月1日以
降に取得した建物（建物附属設備を除
く）は定額法）によっております。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　　　８年～42年

　器具及び備品　　　　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
 主として定率法（平成10年4月1日以
降に取得した建物（建物附属設備を除
く）は定額法）によっております。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　　　８年～47年

　
②　無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、耐用年数は次のとおりであり
ます。
自社利用のソフトウェア　５年

②　無形固定資産

同　　左

③　長期前払費用
　均等償却を行っております。
　なお、主な償却期間は、３年～５年
であります。

③　長期前払費用

同　　左

(3）繰延資産の処理方法 (3）繰延資産の処理方法
 開業費
　㈲ワタミファームの開業費は、開業
後商法施行規則第36条に規定する最長
期間（５年）で毎期均等額を償却して
おります。

 開業費
　同　　左

(4）重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

同　　左

②　賞与引当金
　連結子会社の一部は、従業員に対す
る賞与の支給に備えるため、翌期支給
見込額のうち当連結会計年度に負担す
べき額を計上しております。

③　株主優待引当金
   将来の株主優待券の利用による売
上値引に備えるため、利用実績率に基
づき、翌期以降に利用される株主優待
券に対する見積額を計上しております。
　　　

②　賞与引当金
 

 同　　左

 
 

③　株主優待引当金
 

同　　左
 

 ④　退職給付引当金　
　一部の連結子会社は、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見込額に基づき
計上しております。 

 ④　退職給付引当金　
 

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ⑤　役員退職慰労引当金
　当社の役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく当連結会計年
度末における支給見込額を計上してお
ります。 

 ⑤　役員退職慰労引当金
　当社の役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく当連結会計年
度末における支給見込額を計上してお
りましたが、平成18年5月19日開催の
臨時取締役会において、業績連動型の
報酬制度を前提として、平成18年6月
24日開催予定の当社定時株主総会の時
をもって退職慰労金制度を廃止するこ
とを決定しました。
　この決定により、当中間連結会計期
間末における役員退職慰労引当金の全
額116,209千円を取り崩し、役員退職
慰労引当金繰入額の当中間連結会計期
間発生額7,025千円及び過年度対応額
47,792千円を相殺し、61,392千円を特
別利益に計上しております。この結果、
前連結会計年度と同一の基準によった
場合に比べ、営業利益及び経常利益は
それぞれ14,050千円多く、税金等調整
前当期純利益は123,234千円多く計上
されております。

 （会計方針の変更）
 　役員退職慰労金は、従来、支出時の費用
として処理しておりましたが、当連結会計年
度から当社の内規に基づく連結会計年度末に
おける支給見込額を役員退職慰労引当金とし
て計上する方法に変更いたしました。
　なお、過年度対応額143,377千円について
は当連結会計年度から3年間で均等額を繰入
れることとし、特別損失に計上しておりま
す。
　この変更は、内規が改定され、役員退職慰
労金の額を見込むことができるようになった
ことに伴い、役員の在任期間中に発生してい
ると認められる額を同期間にわたって費用配
分することにより、期間損益をより適正に表
示するためのものであります。

（会計方針の変更）

───────

　この変更に伴う役員退職慰労引当金繰入額
のうち、当連結会計年度発生額13,600千円は
「販売費及び一般管理費」に計上し、過年度
対応額47,792千円は「特別損失」に計上して
おります。この結果、前連結会計年度と同一
の基準によった場合に比べ、営業利益及び経
常利益はそれぞれ13,600千円少なく、税金等
調整前当期純利益は61,392千円少なく計上さ
れております。
(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連
結会社の財務諸表の作成に当たって採用
した重要な外貨建の資産又は負債の本邦
通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。な
お、在外子会社の資産及び負債並びに収
益及び費用は、決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は少数株主
持分及び資本の部における為替換算調整
勘定に含めて計上しております。

(5）連結財務諸表の作成の基礎となった連
結会社の財務諸表の作成に当たって採用
した重要な外貨建の資産又は負債の本邦
通貨への換算の基準

同　　左

(6）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
引に準じた会計処理を採用しております。

(6）重要なリース取引の処理方法
同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(7）重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法
　ヘッジ会計を適用する金利スワップに
ついては、特例処理の要件を満たしてい
るため、特例処理によっております。

(7）重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

同　　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…同左
ヘッジ対象…同左

③　ヘッジ方針
　デリバティブ取引に関する権限規程
及び取引限度額等を定めた内部規程に
基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リ
スクを一定の範囲内でヘッジしており
ます。

③　ヘッジ方針
同　　左

④　ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップについては、特例処理
によっているため、有効性の評価を省
略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法
同　　左

(8）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
　消費税等は税抜方式によっておりま
す。

(8）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

６．連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同　　左

７．連結調整勘定の償却に関
する事項

　連結調整勘定は、均等償却を行っており、
主な償却期間は２０年間であります。

同　　左

８．利益処分項目等の取扱い
に関する事項

　連結会社の利益処分については、連結会
計期間に確定した利益処分に基づいて連結
決算を行っております。

同　　左

９．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
資金は、手許現金及び要求払預金並びに容
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
資からなっております。

同　　左
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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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ─────── （固定資産の減損に係る会計基準）
　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資
産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第6号　平成15年10月31日）を適用しております。
　これにより営業利益及び経常利益は2,318千円増加し、
税引前当期純利益は48,354千円減少しております。
　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等
規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）　

　従来、流動負債「その他」に含めて表示していた未払金

を当連結会計年度より区分掲記しております。なお前連結

会計年度末の未払金残高は826,682千円であります。

  ───────

（連結損益計算書）　

　前連結会計年度まで営業外費用に区分掲記しておりまし

た開業費償却は、営業外費用の100分の10以下であり、金

額的重要性がなくなったため、雑損失に含めて表示するこ

とといたしました。なお、当連結会計年度の開業費償却

は58千円であります。

 ───────

（連結剰余金計算書）　

　新株引受権の権利行使による資本剰余金増加高は前連結

会計年度において「増資による新株の発行」として表示し

ておりましたが、当連結会計年度より「ストックオプショ

ンの権利行使による新株の発行」として表示することとい

たしました。

 ───────

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

外形標準課税

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業

会計基準委員会(平成16年2月13日))が公表されたことに伴い、

当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割および資本割の合計額156,109千円を販売費及び

一般管理費として処理しております。

 

  ───────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は以

下のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は以

下のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

現金及び預金

（定期預金）

 

1,150,000

 

千円

差入保証金 20,000千円

(2）上記に対応する債務

未払役員退職慰労金 1,500,000千円

(2）上記に対応する債務

一年以内返済予定長期借入

金

286,000千円

長期借入金 8,428,000千円

 ※２．非連結子会社の株式10,000千円が含まれております。  ※２．非連結子会社の株式10,000千円が含まれております。

３．当座借越契約

　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行５行と当座借越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

３．当座借越契約

　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行５行と当座借越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座借越契約の総額 4,700,000千円

借入実行残高 2,000,000千円 

差引額 2,700,000千円

当座借越契約の総額 4,800,000千円

借入実行残高 　- 千円 

差引額 4,800,000千円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 41,450,780株

であります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 41,491,780株

であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 46,791

株であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 59,203

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物及び構築物 148,196千円

その他 2,551千円

除却費用 5,245千円

合計 155,993千円

建物及び構築物 665,098千円

その他 1,065千円

除却費用 115,554千円

合計 781,717千円

※２．リース契約解約損は、ファイナンス・リース物件に

係るリース契約をリース期間の中途において解約した

ことに伴う違約金であります。

※２．　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　同左

 ※３．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

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

わたみん家・大船店
店舗 建物 15,461

 その他 125

神奈川県鎌倉市  リース資産 3,708

  計 19,295

和民・南行徳駅前店 
店舗 建物 16,180

 その他 259

千葉県市川市  リース資産 637

  計 17,076

和民・古淵駅前店 
店舗 建物 3,964

 その他 －

神奈川県相模原市  リース資産 148

  計 4,112

わたみん家・茗荷谷

店

店舗 建物 6,950

 その他 －

東京都文京区  リース資産 3,238

  計 10,188

 合計 50,672

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

店舗及び介護施設を基本単位とした資産のグルーピングをおこなって

おります。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（50,672

千円）として特別損失に計上しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,456,669千円

預金期間が3ヶ月を超える定期預

金

△1,180,493千円

現金及び現金同等物 9,276,176千円

現金及び預金勘定 10,243,926千円

預金期間が3ヶ月を超える定期預

金

- 千円

現金及び現金同等物 10,243,926千円

 ※２.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の　

資産及び負債の主な内訳

 ※２.　　　　　　　───────　　　　　

  　(1)株式の取得により新たに㈱アールの介護を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同

社株式の取得価額と同社取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 流動資産   

　　現金及び預金 2,911,854千円

　　その他 451,259千円

　　計 3,363,113千円

 固定資産   

　　建物及び構築物 1,419,249千円

　　差入保証金 1,383,468千円

　　その他 1,335,358千円

　　計 4,138,077千円

 連結調整勘定 8,740,546千円

 流動負債   

　　短期借入金 △1,778,752千円

　　未払役員退職慰労金 △1,500,000千円

　　その他 △1,126,200千円

　　計 △4,404,953千円

 固定負債   

　　長期借入金 △3,163,529千円

　　その他 △1,229,611千円

　　計 △4,393,141千円

 ㈱アールの介護

 株式の取得価額
7,443,642千円

 ㈱アールの介護の

 現金及び現金同等物
△1,731,360千円

 差引：㈱アールの介護取得のための

支出
5,712,281千円

　このほか、㈱アールの介護の取得に際して行った同社

に対する貸付金支出1,800,000千円（純額）があります。

同社は貸借対照表のみ連結しているため、当該貸付に係

る支出3,800,000千円及び回収による収入2,000,000千円

は、連結キャッシュ・フロー計算書の「貸付けによる支

出」及び「貸付金の回収による収入」に含めて表示して

おります。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　（2）出資持分の取得により新たに(有)当麻グリーンライ

フを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに同社出資持分の取得価額と同社取得のため

の支出（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 30,436千円

固定資産 62,853千円

連結調整勘定 333千円

流動負債 △16,886千円

固定負債 △33,622千円

少数株主持分 △22,915千円

(有)当麻グリーンライフ

出資持分の取得価額
20,200千円

(有)当麻グリーンライフの

現金及び現金同等物
△2,349千円

差引：(有)当麻グリーンライフ取得

のための支出
17,850千円

 　

 ３.　　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、78,302千円で

あります。

 ３.　　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、89,013千円で

あります。
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

①　株式 22,036 41,662 19,626 29,987 72,512 43,925

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 22,036 41,662 19,626 29,987 72,512 43,925

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

①　株式 7,917 7,500 △417 10,050 10,050 －

②　債券 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 7,917 7,500 △417 － － －

合計 29,953 49,162 19,209 40,037 82,562 43,925

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

3,000 2,999 5,187 4,123

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

内容 前連結会計年度(平成17年３月31日) 当連結会計年度(平成18年３月31日)

その他有価証券

マネーマネージメントファンド

（千円）
18,227 －

非上場株式（千円） 750 －

 (注）有価証券の減損にあたっては時価が取得価格に比べて50％以上下落した場合には、回復する見込みのないほど著し

い下落があったものとみなして、減損処理を行っております。また、取得価格に対する個々の銘柄の有価証券の時価

の下落率が２期連続で30％以上50％未満であった場合にも、当該有価証券は回復する見込みのないほど著しい下落で

あるものとみなして、減損処理を行います。
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③　デリバティブ取引

 １．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

①　取引の内容

　当社が利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

①　取引の内容

　　　　　　　　　　同左

②　取引に対する取組方針

　金利デリバティブ取引は、将来の市場金利変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

②　取引に対する取組方針

　　　　　　　　　　同左

③　取引の利用目的

　変動金利支払の借入金について、将来の市場金利上

昇による変動リスクを軽減する目的で利用しておりま

す。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

③　取引の利用目的

　　　　　　　　　　同左

 

(a）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計を適用する金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしているため、特例処理に

よっております。

 

(a）ヘッジ会計の方法

　　　　　　　　　　同左

 

(b）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(b）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(c）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度

額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る

金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしておりま

す。

(c）ヘッジ方針

　　　　　　　　　同左

(d）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理によっている

ため、有効性の評価を省略しております。

(d）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　　　同左

④　取引に係るリスクの内容

　利用している金利スワップ取引は、市場金利の変動

によるリスクを有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクはほとんどないと認識しております。

④　取引に係るリスクの内容

　　　　　　　　　同左

 

⑤　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額

等を定めた内部規程に基づきリスク管理を行っており

ます。

⑥　取引の時価等に関する事項についての補足説明

───────

⑤　取引に係るリスク管理体制

　　　　　　　　

　　　　　　　　　同左

⑥　取引の時価等に関する事項についての補足説明

───────
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２．取引の時価等に関する事項

 　 前連結会計年度（平成17年3月31日）

当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。

 　 当連結会計年度（平成18年3月31日）

当社は金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため開示の対象から除いております。

④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職後の福利厚生のために外食産業

ジェフ厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金

基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の給与総

額割合に基づく平成16年３月末日現在の年金資産残高は

2,144,700千円であります。

　なお、一部の子会社について、退職給付制度として退職

金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しており、

退職給付引当金の計上は退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法によっております。

　当連結会計年度における退職給付債務の額は退職給付引

当金の額（当連結会計年度末残高6,703千円）と同額であ

ります。

　なお、割引率等退職給付債務等の計算の基礎に関する事

項につきましては該当事項はありません。

採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職後の福利厚生のために外食産業

ジェフ厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金

基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制

度であります。同基金の年金資産残高のうち当社の給与総

額割合に基づく平成17年３月末日現在の年金資産残高は

2,458,267千円であります。

　なお、一部の子会社について、退職給付制度として退職

金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しており、

退職給付引当金の計上は退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法によっております。

　当連結会計年度における退職給付債務の額は退職給付引

当金の額（当連結会計年度末残高6,208千円）と同額であ

ります。

　なお、割引率等退職給付債務等の計算の基礎に関する事

項につきましては該当事項はありません。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

流動資産

未払事業税及び事業所税否認 159,699千円

株主優待引当金否認 36,216千円

未払賞与否認 18,598千円

リース契約解約損否認 16,808千円

その他 25,699千円

小計 257,020千円

評価性引当額 △8,366千円

流動資産計 248,654千円

投資その他の資産

減価償却超過額 730,393千円

役員退職慰労金 247,860千円

役員退職慰労引当金 24,864千円

連結会社間内部利益消去 45,126千円

ゴルフ会員権評価損否認 20,109千円

リゾート会員権評価損否認 18,808千円

貸倒引当金繰入限度超過額 17,730千円

繰越欠損金 245,568千円

その他 13,162千円

小計 1,363,620千円

評価性引当額 △273,175千円

投資その他の資産合計 1,090,445千円

繰延税金資産合計 1,339,099千円

繰延税金負債

固定負債

有価証券評価差額金 △7,779千円

全面時価法による評価差額金 △63,938千円

小計 △71,717千円

繰延税金負債合計 △71,717千円

繰延税金資産の純額 1,267,382千円

繰延税金資産

流動資産

未払事業税及び事業所税否認 126,695千円

株主優待引当金否認 49,350千円

未払賞与否認 24,109千円

リース契約解約損否認 －千円

その他 134,696千円

小計 334,849千円

評価性引当額 0千円

流動資産計 334,849千円

投資その他の資産

減価償却超過額 941,050千円

役員退職慰労金 －千円

役員退職慰労引当金 －千円

連結会社間内部利益消去 85,052千円

ゴルフ会員権評価損否認 20,109千円

リゾート会員権評価損否認 18,808千円

貸倒引当金繰入限度超過額 24,354千円

繰越欠損金 136,185千円

その他 117,861千円

小計 1,343,419千円

評価性引当額 △102,709千円

投資その他の資産合計 1,240,710千円

繰延税金資産合計 1,575,561千円

繰延税金負債

固定負債

有価証券評価差額金 △17,259千円

全面時価法による評価差額金 △63,938千円

小計 △81,197千円

繰延税金負債合計 △81,197千円

繰延税金資産の純額 1,494,364千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）　住民税均等割 5.9

交際費 1.1

税務上の繰越欠損金の利用 △2.0

その他 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9％

法定実効税率 40.5％

（調整）　住民税均等割 9.0

交際費 1.9

税務上の繰越欠損金の利用 △4.2

その他 10.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.9％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社は平成17年３月30日付で株式会社アールの介護の株式100％を取得し、貸借対照表のみ連結いたしました。

その結果、介護事業の資産の金額が全セグメントの資産の金額の合計額の10％以上となったため、前連結会計

年度から事業の種類別セグメント情報を開示しております。

外食事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 

（千円）
連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 64,215,818 148,698 1,453,451 65,817,968 － 65,817,968

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 66 － 2,245,926 2,245,993 (2,245,993) －

計 64,215,885 148,698 3,699,377 68,063,961 (2,245,993) 65,817,968

営業費用 60,064,796 165,366 3,567,031 63,797,194 (1,254,790) 62,542,404

営業利益又は営業損失（△） 4,151,089 △16,667 132,346 4,266,767 (991,203) 3,275,564

Ⅱ　資産及び減価償却費       

資産 36,866,083 16,288,669 1,280,186 54,434,939 (60,749) 54,374,190

減価償却費 2,652,075 1,064 6,671 2,659,811 17,015 2,676,826

資本的支出 4,476,738 4,207 13,975 4,494,921 27,521 4,522,443

　　　　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　　　　内部管理上採用している業種別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。

　　　２．各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　外食事業　　飲食店の経営及び農産物の生産・販売及びグループ企業への農産物の納入

　　　　　　　　　介護事業　　訪問介護事業、居宅介護支援事業及び施設介護事業

　　　　　　　　　その他事業　環境、教育事業など

　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は926,218千円であり、

  その主なものは親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。

　　　４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は332,814千円であり、その主なものは

  投資固定資産並びにグループ全体の管理業務に係る親会社の資産であります。

　　　５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 

外食事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 

（千円）
連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 76,775,084 4,595,119 1,301,447 82,671,651 － 82,671,651

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 59,546 － 1,918,386 1,977,933 (1,977,933) －

計 76,834,631 4,595,119 3,219,833 84,649,584 (1,977,933) 82,671,651

営業費用 72,775,708 4,352,553 3,145,608 80,273,869 (889,445) 79,384,423

営業利益又は営業損失（△） 4,058,922 242,566 74,225 4,375,714 (1,088,487) 3,287,227

Ⅱ　資産及び減価償却費       

資産 51,861,733 7,772,115 1,108,882 60,742,731 (△33,073) 60,775,805

減価償却費 3,254,658 89,649 6,039 3,350,348 37,952 3,388,300

資本的支出 7,278,490 76,138 25,048 7,379,677 31,947 7,411,624

　　　　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　　　　内部管理上採用している業種別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。

　　　２．各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　外食事業　　飲食店の経営及び農産物の生産・販売及びグループ企業への農産物の納入

　　　　　　　　　介護事業　　訪問介護事業、居宅介護支援事業及び施設介護事業

　　　　　　　　　その他事業　環境、教育事業など

　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,107,320千円であり、その

主なものは親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。

　　　４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は248,093千円であり、その主なものは投資

固定資産並びにグループ全体の管理業務に係る親会社の資産であります。

　　　５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも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。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　連結売上高に占める海外売上高の割合が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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　連結売上高に占める海外売上高の割合が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。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 桑原豊 － －
常務取

締役
0.00％ － －

貸付金

(注１)
－ － 1,330

役員が議決権

の過半数を実

質的に所有し

ている会社

㈲アレー

テー

（注２）

横浜市

南区
3,000

損害保

険代理

業

被所有

直接

26.18％

兼任

１名

当社損害

保険につ

いての取

引

損害保険

代理店と

の取引

（注３）

－ － －

　（注）１．桑原豊は平成16年６月において当社役員を退任し、関連当事者に該当しないこととなったため、上記表の取

引金額は関連当事者であった期間について、期末残高その他の記載事項は関連当事者でなくなった時点につ

いて記載しております。

２．当社代表取締役渡邉美樹が議決権の100％を直接所有しております。

３．損害保険代理店㈲アレーテーを経由した当社の平成17年３月期の損害保険料支払額は207,594千円であります。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員が議決権

の過半数を実

質的に所有し

ている会社

㈲アレー

テー

（注２）

横浜市

南区
3,000

損害保

険代理

業

被所有

直接

26.12％

兼任

１名

当社損害

保険につ

いての取

引

損害保険

代理店と

の取引

（注３）

－ －  －

　（注）１．当社代表取締役渡邉美樹が議決権の100％を直接所有しております。

２．損害保険代理店㈲アレーテーを経由した当社の平成18年３月期の損害保険料支払額は228,833千円であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 441円65銭

１株当たり当期純利益 38円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 38円57銭

１株当たり純資産額    457円12銭

１株当たり当期純利益 24円25銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 24円10銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 1,602,289 1,004,364

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,602,289 1,004,364

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,407 41,410

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 131 259

（うち新株予約権（千株）） (131) (259)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 新株予約権（新株予約権の目的とな

る株式の数471,700株）。

 新株予約権（新株予約権の目的とな

る株式の数500,700株）。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年６月25日開催の定時株主総会決議に基づき同日

開催の当社取締役会において、商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定による新株予約権の発行を次のとおり

決議いたしました。

─────── 

(1）特に有利な条件により新株予約権を発行する理由

　当社及び当社子会社の業績向上に対する意欲や士気を

高めるため。

(2）新株予約権発行の要領

１．新株予約権の割当を受ける者

　当社及び当社子会社の取締役及び従業員

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式350,000株を上限とする。

３．新株予約権の総数

　 3,500個を上限とする。

　（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100

株）

４．新株予約権の発行価額

　無償で発行するものとする。

５．新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

　新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定

される１株当たりの払込金額に新株予約権１個当たり

の目的となる株式数を乗じた金額とする。

　１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日

の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を

除く）の東京証券取引所における当社普通株式の終値

の平均価格に1.01を乗じた金額とし、１円未満の端数

は切り上げる。

　ただし、当該金額が新株予約権を発行する前取引日

の東京証券取引所における当社普通株式の終値（取引

が成立していない場合はその前日の終値）を下回る場

合は、当該終値に1.01を乗じた金額（１円未満の端数

は切り上げる）を払込金額とする。

　なお、当社が株式分割又は併合を行う場合、払込金

額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるも

のとし、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

る。

６．新株予約権を行使することができる期間

　平成20年４月１日から平成27年６月25日まで
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７．新株予約権の行使の条件

(a）新株予約権者は、権利行使時において当社または

当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有

していることを要する。ただし、任期満了による退

任、定年退職、当社独立制度適用者その他正当な理

由がある場合にはこの限りでない。

(b）その他権利行使に関する条件については、平成17

年６月25日開催の当社定時株主総会以降に開催され

る取締役会決議により決定するものとする。

８．新株予約権の消却事由および条件

(a）当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたと

き、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案または株式移転の議案につき株主総会で承認さ

れたときは、新株予約権の全部を無償で消却するこ

とができる。

(b）当社は、新株予約権の割当を受けた者が７．(a）

による権利を行使できる条件に該当しなくなった場

合には、その新株予約権を無償で消却できる。

９．新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は取締役

会においてこれを認めない。

10．その他細目事項

　新株予約権に関するその他の細目事項については取

締役会決議により決定するものとする。
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５．生産の状況
 （単位：千円、千円未満切捨）

区分
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前期比（％）

外食産業 2,654,699 3,105,581 16.9％

合計 2,654,699 3,105,581 16.9％

　（注）１．金額は製造原価によっております。
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６．販売の状況
(1）事業別の業態別販売実績 （単位：千円、千円未満切捨）

区分 業態
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

外食事業

（業態等）

居食屋　和民 45,738,229 40,436,479

語らい処　坐・和民 1,671,887 13,156,032

海鮮処　和民市場 325,867 1,204,076

居食屋　手づくり厨房 － 186,272

焼肉居食屋　炭団 － 6,266

居食屋　和み亭 4,721,236 3,840,671

japanese dining　ゴハン 3,347,248 2,523,566

ごはん酒房　然の家 388,564 1,632,753

炭火焼だいにんぐ　わたみん家 2,206,396 6,600,387

T.G.I.フライデーズ 3,144,834 2,975,907

居食屋　和民Hong Kong 2,346,854 3,123,641

居食屋　和民Shenzhen － 128,390

居食屋　和民Taiwan － 52,740

その他 324,702 907,905

小計 63,891,116 76,775,085

介護事業 148,698 4,595,119

その他事業 1,926,852 1,301,447

総計 65,817,968 82,671,651

　（注）１．品目が多岐にわたるため、販売数量の記載を省略しております。

２．「居食屋　手づくり厨房」「焼肉居食屋　炭団」「居食屋和民　Shenzhen」「居食屋和民　Taiwan」は当連

結会計年度より展開しております。

３．その他事業は外食、介護事業以外の事業の合計であり、詳細は「１．企業集団の状況」をご参照ください。

４．上記金額には消費税は含まれておりません。
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(2）外食事業の地域別販売実績 （単位：千円、千円未満切捨）

地域
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

東京都 32,990,419 35,686,916

神奈川県 9,116,127 9,817,328

大阪府 5,386,026 4,392,782

埼玉県 4,073,124 7,395,986

千葉県 4,010,440 4,143,385

その他 8,314,979 14,430,784

合計 63,891,116 75,867,181

　（注）１．上記金額にはフランチャイズ加盟店への売上高は含んでおりません。

２．上記金額には消費税は含まれておりません。
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