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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 47,112 21.8 601 △38.7 760 △23.6

17年9月中間期 38,663 22.6 982 △36.4 994 △39.5

18年3月期 82,671 3,313 3,292

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 △135 － △3 26 － －

17年9月中間期 48 △94.0 1 17 1 16

18年3月期 1,072 25 90 25 67

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 -百万円 17年9月中間期 -百万円 18年3月期 -百万円

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 41,445,628株 17年9月中間期 41,402,612株 18年3月期 41,410,177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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 60,433 18,848 30.9 450 79

17年9月中間期 58,795 18,148 30.9 438 34

18年3月期 60,847 19,008 31.2 458 77

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 41,455,781株 17年9月中間期 41,403,171株 18年3月期 41,432,577株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 (百万円未満切捨)

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9月中間期 2,521 △5,728 △565 6,464

17年9月中間期 1,469 △4,971 5,750 11,574

18年3月期 5,560 △9,205 4,536 10,243

(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 17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） -社　 （除外） -社 持分法（新規） -社　 （除外） -社

２．平成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

通　期 98,700 3,610 1,425

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　34円38銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

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9月末において、当社（持株会社）及び子会社17社で構成され、主に首都圏において外

食事業及び介護事業を中心に展開しております。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9月30日現在

区分 会社名 事業内容

外食事業

ワタミフードサービス㈱

飲食店（居食屋「和民」、語らい処「坐・和民」、

japanese dining「ゴハン」、DINING & BAR「japago」、ご

はん酒房「然の家」、居食屋「和み亭」、

海鮮処「和民市場」、焼肉居食屋「炭団」）の経営

ワタミダイレクトフランチャ

イズシステムズ㈱

飲食店（炭火焼だいにんぐ「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

㈱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.Friday's」）の経営

和民（中國）有限公司及び

和民餐飲（深圳）有限公司

中国における飲食店（居食屋「和民 Hong Kong」、

居食屋「和民 ShenZhen」）の経営

三商和民股份有限公司 台湾における飲食店（居食屋「和民 Taiwan」）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

㈱ワタミファーム 農産物・肥料・農業資材の販売及び肥料・農業資材の製造

㈲ワタミファーム 農産物の生産及び㈱ワタミファームに対する農産物の納入

㈲当麻グリーンライフ 農産物の生産及び㈱ワタミファームに対する農産物の納入

介護事業
ワタミの介護㈱

有料老人ホームの運営、訪問介護事業及び居宅介護支援事

業

ワタミ医療サービス㈱ 医療事務受託及び物品販売業務

そ

の

他

事

業

 

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

店舗施工・メンテナン

ス業
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

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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２．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

　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)会社の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づけております。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、店舗や新規事業展開な

ど将来への投資に充当させて頂きます。

(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)中長期的な会社の経営戦略

①　持株会社体制への移行

　本年4月にワタミグループは持株会社体制に移行し、そ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。

　また、第二の収益事業として参入いたしました「介護事業」においては、収益構造の確立を行うことができ、今後、

首都圏を中心に新規施設の開設を進め事業の展開を加速していきたいと考えております。

②　財務戦略

　経営指標としては、ROIを意識し、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。

(6)会社が対処すべき課題

①　持株会社体制の構築

　ワタミグループは本年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に、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。
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②　外食事業 

　当中間連結会計期間における国内グループ既存店売上高前年比は94.3％となりました。グループが展開しておりま

す居食屋マーケットが成熟する中お客様は利用目的に応じてお店を使い分けられております。多様化するニーズに対

応して、既存様態のブラッシュアップと業態転換を継続して行ってまいりました。

　主力業態「和民」においてはメニューを一新し、より付加価値の高い商品・サービスの提供に取り組みました。ま

た「坐・和民」「わたみん家」を中心に62店の業態転換を行いました。「和民」「坐・和民」「わたみん家」を中心

とした業態ポートフォリオの再構築に取り組んでおります。その結果としてグループ既存店売上高前年比100％を安定

的に創出することが最重要課題であります。

　農業においては、食の基本である安全・安心を追及し、農地規模の拡大により、ワタミグループ各社・提携小売事

業者及び通信販売を利用して、一般消費者へ有機農産物を安定的に供給することにより、次世代に良い環境を残し、

人々の幸せに貢献することを目指します。

②　介護事業

  日本の高齢化は急速に進んでおります。「ご高齢者の方からも、たくさんのありがとう」を集めることを目的に事

業展開しております。既存施設の入居率も前期末の77.9％から当上期末においては89.1％と順調に推移しております。

また新施設も2棟開設し、当連結中間会計年度においては19棟の施設を運営しております。

　この事業こそ、グループのノウハウ（施設管理、商品開発、人材教育）を最大限に発揮し、相乗効果を生み出せる

事業であると考えております。

③　その他

　「環境」「教育」の分野においては、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、グループトータル

の利益に貢献できる体制を築いていきます。

　環境においては、ゼロエミッションの推進、エネルギーマネジメントを中心としたグループ内で蓄積したノウハウ

の外部販売の展開により、様々な施設における環境改善を行うことにより、現在進行している地球規模の環境問題の

改善に寄与することを目指します。

　また、2007年グループ新卒500名の採用を計画しております。出店計画やその他の事業展開に合わせてワタミグル

　ープの成長の支えとなる優秀な人材の採用活動を行っていきます。
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３．連結経営成績及び財政状態

（1）連結経営成績

当中間連結期間の経営成績

　当中間連結会計期間の日本経済は、企業収益の改善、堅調な設備投資を背景に景気拡大傾向が続き、個人消費も

増加基調を続けております。しかしながらグループの主力である外食業界におきましては、各社の新規出店が続き

厳しい経営環境が好転しない中、業界内での再編・淘汰の動きもでております。また、介護事業分野におきまして

は、高齢化が進展する中、介護保険法の改正は行われておりますが、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。

　このような状況の中、グループミッションの達成のため、それぞれの事業活動を展開して参りました。

＜外食事業＞

　当中間連結会計期間における国内グループ既存店売上高前年比は94.3％に留まりました。新規出店は「坐・和民」

を中心に57店の出店を行いました。新商勢圏としては四国地方に出店致しました。農業を含めた外食事業の売上高

は43,178百万円（前年同期比120.5％）となりました。

＜介護事業＞

　当中間連結会計期間においては新施設を2棟開設し、計画通り順調な立ち上がりをみせております。既存施設の入

居率も計画を上回り、当中間連結会計年度末では89.1％となっております。介護事業の売上高は3,062百万円（前年

同期比147.3％）となりました。

＜その他の事業＞

　環境事業におきましては、外食店舗・介護施設の環境負荷を低減させる仕組みの構築に取り組んで参りました。

環境事業を含むその他の事業の売上高は2,699百万円（前年同期比118.9％）となりました。

　

　この結果、当中間連結会計期間では売上高47,112百万円（前年同期比121.8％）と前年を上回ったものの、人件費

等の販売費及び一般管理費の増加により、経常利益760百万円（前年同期比76.4％）と前年を下回る結果となり、業

態転換による固定資産除却損等特別損失を554百万円計上し、連結中間純損失は135百万円となりました。

 

（2）財政状態

当中間連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間

末に比べて5,110百万円減少し、6,464百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおり

であります。

（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、2,521百万円（前年同期比1,051百万円増）となりました。これは、主に税金等調整

前中間純利益、減価償却費及び固定資産除却損の合計が2,699百万円、法人税等の支払いによる支出が732百万円あっ

たこと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5,728百万円（前年同期比757百万円増）となりました。これは、主に有形固定資

産の取得及び保証金の差入れによる支出が5,666百万円あったこと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）

　財務活動の結果減少した資金は565百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が1,009百万円あり

ましたが、長期借入金の返済による支出が1,379百万円、及び配当金の支払いによる支出が207百万円あったことに

よるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 50.4 33.6 30.9 31.2 30.7

時価ベースの自己資本比率（％） 122.6 70.8 115.5 123.9 119.9

債務償還年数（年） 2.3 4.0 10.0 5.1 4.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
46.6 55.1 7.9 14.5 13.5

　(注)　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　（中間期においては、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。）

　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

　　※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　 ※  キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。

（3）通期の連結見通し

　通期の連結売上高98,700百万円、経常利益3,610百万円、当期純利益1,425百万円を見込んでいます。下期の出店

については、外食店舗24店、介護施設2棟を計画しております。

（4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があると認識しているリスクには、以下のようなも

のがあります。本項における将来に関する記載は、当中間連結会計期間において判断したもので、将来発生しうる

すべてのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

①　新規事業について

　当社グループは「環境貢献・社会貢献・人間貢献」をテーマとし、外食・介護・環境・農業・教育の分野への取

り組みを進めております。新規事業については現時点で入手可能な情報に基づき、慎重な判断と継続した見直しに

より事業展開を図ってまいりますが、潜在的なリスクも含まれており、当社が現時点で想定する状況に大きな変化

があった場合は、その事業展開にも重大な影響を及ぼす可能性があります。 

②　出店政策について

　当社グループは、2006年度には81店の外食店舗、4棟の介護施設の新設を計画しております。新規出店は、賃料、

商圏人口、競合店・同業者の状況等を総合的に勘案しますので、条件に合致する物件が調達できない場合には、当

初の計画を達成できなくなり、当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　売上の変動要因について

　当社グループの営業収入のうち重要な部分を占める外食事業は、景気の後退や戦争・テロによる社会的混乱、社

会的イベント開催に伴う需要の縮小、競合店の出店や価格競争、消費者の嗜好や市場の変化、採用計画未達及び社

員教育の未徹底等により当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

　介護事業において、近隣の家賃や入居費等が下落した場合には、施設の稼働率が低下し、当社連結業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

④　仕入の変動要因

　BSE（いわゆる狂牛病）や鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延、天候不順による野菜の不作、仕入先の環境変化に

よる仕入単価の高騰があった場合、当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤　生産の変動要因について

　当社グループは、外食店舗への食材供給において、冷凍食品や加工食品を極力使用せず調理の一歩手前まで食材

を仕込む作業を集中仕込センターにて行っております。センターは埼玉県、神奈川県、兵庫県にあり、拠点の分散

化が図られておりますが、食中毒や火災等によりセンターが稼動不能の状態となった場合には、店舗への食材供給

に支障をきたす恐れがあり、その場合当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　特有の慣行に基づく取引に係わる損害について 

　当社グループは外食店舗、介護施設オーナーとの賃貸借契約に伴い保証金の差入れを行っておりますが、オーナー

の破産等による保証金の回収不能が発生した場合、当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　特有の法規制に係わるもの
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　当社グループの外食事業については食品衛生法により規制を受けております。当社グループが飲食店を営業する

ためには、食品衛生管理者を置き、厚生労働省の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりま

せん。なお、食中毒を起こした場合、食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、一定期間の営業停止等を命じられ、

当社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

　介護事業については老人福祉法、介護保険法の適用の中、法的規制を受けており、法改正により、介護報酬額が

変更された場合等、商品・サービスの設計及び料金体系見直しが必要になる等、当社連結業績に影響を与える可能

性があります。

　厚生労働省は、週の所定労働時間が20時間以上または年収65万円以上の短時間労働者に厚生年金を適用する方向

を示しております。このようにパートなど短期時間労働者への社会保険加入義務化の法改正が適用された場合、当

社連結業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,574,791 6,464,947 10,243,926

２．受取手形及び売掛
金

1,134,101 1,553,452 1,350,622

３．棚卸資産 433,304 792,967 544,603

４．その他 1,957,249 2,444,723 2,650,476

５．貸倒引当金 △4,832 △1,974 △1,720

流動資産合計 15,094,613 25.7 11,254,116 18.6 14,787,907 24.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物及び構築物 18,278,386   22,551,871   20,262,315   

（2）土地 1,006,972   1,008,380   1,003,380   

（3）建設仮勘定 -    9,679   333   

（4）その他 498,727 19,784,086 33.6 525,440 24,095,371 39.9 474,863 21,740,892 35.7

２．無形固定資産   

（1）連結調整勘定 8,532,678  -  8,312,409  

（2）のれん -  8,105,662  -  

（3）その他 406,478 8,939,156 15.2 480,981 8,586,644 14.2 453,609 8,766,019 14.4

３．投資その他の資産

（1）差入保証金 ※２ 12,771,722  14,047,190  13,529,009  

（2）その他  ※１ 2,276,689  2,550,649  2,107,811  

貸倒引当金 △70,636 14,977,775 25.5 △100,747 16,497,092 27.3 △84,320 15,552,502 25.6

固定資産合計 43,701,018 74.3 49,179,108 81.4 46,059,414 75.7

Ⅲ　繰延資産 204 0.0 146 0.0 175 0.0

資産合計 58,795,837 100.0 60,433,370 100.0 60,847,497 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

2,548,161 3,038,945 2,836,439

２.一年内償還予定社債 － 1,500,000 －

３．短期借入金  ※２ 1,942,816 4,544,576 1,954,840

４．株主優待引当金 113,040 109,893 121,850

５．未払法人税等 536,467 390,581 900,896

６.　賞与引当金 69,615 26,993 63,909

７．その他 5,020,472 6,857,316 6,238,781

流動負債合計 10,230,573 17.4 16,468,307 27.3 12,116,717 19.9

Ⅱ　固定負債

１．社債 1,500,000 － 1,500,000

２．長期借入金 25,917,678 22,070,527 24,968,652

３．役員退職慰労引当
金

116,209 - - 

４．退職給付引当金 6,143 - 6,208

５．その他 2,473,496 3,045,898 2,829,902

固定負債合計 30,013,527 51.0 25,116,426 41.5 29,304,762 48.2

負債合計 40,244,100 68.4 41,584,734 68.8 41,421,479 68.1
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 402,887 0.7 - - 417,661 0.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,321,364 7.4 - - 4,334,558 7.1

Ⅱ　資本剰余金 4,913,671 8.4 - - 4,926,982 8.1

Ⅲ　利益剰余金 8,935,775 15.2 - - 9,752,957 16.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

18,628 0.0 - - 25,267 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘定 19,261 0.0 - - 42,438 0.1

Ⅵ　自己株式 △59,853 △0.1 - - △73,848 △0.1

資本合計 18,148,848 30.9 - - 19,008,356 31.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

58,795,837 100.0 - - 60,847,497 100.0

       

 (純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 4,334,558 7.2 － －

２　資本剰余金  － － 4,926,840 8.2 － －

３　利益剰余金  － － 9,399,341 15.5 － －

４　自己株式  － － △45,616 △0.1 － －

株主資本合計  － － 18,615,123 30.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 - - 20,616 0.0 - -

２　為替換算調整勘定  - - 52,463 0.1 - -

評価・換算差額等合計  - - 73,079 0.1 - -

Ⅲ　新株予約権  - - 2,464 0.0 - -

Ⅳ　少数株主持分  - - 157,969 0.3 - -

純資産合計  - - 18,848,636 31.2 - -

負債純資産合計  - - 60,433,370 100.0 - -
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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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 38,663,707 100.0 47,112,156 100.0 82,671,651 100.0

Ⅱ　売上原価 13,115,726 33.9 15,588,355 33.1 27,266,885 33.0

売上総利益 25,547,980 66.1 31,523,801 66.9 55,404,766 67.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．広告宣伝費 378,110 634,383 986,273

２．貸倒引当金繰入額 1,816 16,672 8,159

３. 役員報酬 163,177 134,184 316,380

４．給与手当 10,237,569 12,844,939 21,728,957

５．賞与引当金繰入額 25,327 18,697 10,469

６．福利厚生費 538,998 778,732 1,138,757

７．消耗品費 891,368 1,170,544 1,961,594

８．衛生費 429,784 544,719 905,853

９．賃借料 5,713,070 6,903,775 11,982,531

10．減価償却費 1,480,106 1,919,279 3,233,800

11．水道光熱費 1,706,330 2,116,321 3,559,902

12．連結調整勘定償却
額

220,285 - 440,553

13.のれん償却 - 220,268 - 

14．その他 2,779,731 24,565,677 63.6 3,619,481 30,922,000 65.6 5,818,166 52,091,402 63.0

営業利益 982,303 2.5 601,800 1.3 3,313,363 4.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3,637 116,016 10,864

２．店舗備品協賛金 110,275 138,285 252,287

３．設備賃貸収入  86,153 32,596 144,703

４．雑収入 84,731 284,798 0.7 137,867 424,765 0.9 159,520 567,376 0.7

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 186,041 200,554 397,576

２．設備賃貸費用  83,422 38,446 164,894

３．雑損失 2,697 272,162 0.6 27,111 266,112 0.6 26,154 588,625 0.7

経常利益 994,939 2.6 760,453 1.6 3,292,114 4.0

Ⅵ　特別利益

１．建物等売却益 2,749 - 7,104

２．投資有価証券売却益
　　　　　　　

-   1,125   4,123   

３.役員退職慰労引当金
戻入益

-   -   61,392   

４.補償金収入 - 2,749 0.0 - 1,125 0.0 32,241 104,860 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 541,314 437,900 781,717

２．リース契約解約損 ※２ 22,459 24,577 49,557

３．賃貸借契約解約損 - 6,892 14,951

４．減損損失 ※３ 36,372 76,414 50,672

５．子会社株式評価損 - 8,660 -

６．貸倒引当金繰入額 20,859   -   25,501   

７．役員退職慰労引当
金繰入額 

47,792 668,797 1.7 - 554,446 1.2 -　　 922,399 1.1

税金等調整前中間
(当期)純利益

328,892 0.9 207,132 0.4 2,474,575 3.0

法人税、住民税及
び事業税

392,249 290,269 1,606,578

法人税等調整額 △121,417 270,832 0.8 △10,735 279,534 0.6 △213,061 1,393,517 1.7

少数株主利益 9,503 0.0 62,494 0.1 8,370 0.0

中間（当期）純利
益(△損失）

48,555 0.1 △134,895 △0.3 1,072,687 1.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,912,382  4,912,382

Ⅱ　資本剰余金増加高      

　１．ストックオプションの
　　権利行使による新株の発行

 1,289  14,458  

　２．自己株式処分差益  － 1,289 141 14,599

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   4,913,671  4,926,982

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   9,098,249  9,098,249

Ⅱ　利益剰余金増加高      

　　中間（当期）純利益  48,555 48,555 1,072,687 1,072,687

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  207,019  414,035  

２．自己株式処分差損  65  －  

３．連結子会社の決算日
　　変更に伴う減少高

 3,944 211,029 3,944 417,979

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   8,935,775  9,752,957
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9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

平成18年3月31日　残高　　　
（千円）

4,334,558 4,926,982 9,752,957 △73,848 18,940,649

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当 　 　 △207,162  △207,162

中間純利益   △134,895  △134,895

自己株式の処分  △141 △11,557 28,231 16,532

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 （千円)

      ― 　 △141 △353,615 28,231 △325,525

平成18年9月30日　残高　 　　
　

（千円）
4,334,558 4,926,840 9,399,341 △45,616 18,615,123

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算差

額等合計

平成18年3月31日　残高　　　　
　　

（千円）
25,267 42,438 67,706 ―  417,661 19,426,018

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当      △207,162

中間純利益      △134,895

自己株式の処分      16,532

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）

△4,651 10,024 5,372 2,464 △259,692 △251,855

中間連結会計期間中の変動額合
計　               （千円)

△4,651 10,024 5,372 2,464 △259,692 △577,381

平成18年9月30日　残高
（千円）

20,616 52,463 73,079 2,464 157,969 18,848,636
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(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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

328,892 207,132 2,474,575

減価償却費 1,555,113 2,054,232 3,420,594

連結調整勘定償却額 220,285 － 440,553

のれん償却額 － 220,268 －

株主優待引当金の増
減額（減少：△）

23,620 △11,957 32,430

役員退職慰労引当金
の増加額

54,817 － △61,392

受取利息及び受取配
当金

△4,140 △116,535 △11,446

支払利息 186,041 200,554 397,576

固定資産除却損 541,314 437,900 781,717

減損損失 36,372 76,414 50,672

リース契約解約損 22,459 24,577 49,557

売上債権の増加額 △389,341 △202,890 △606,819

棚卸資産の増加額 △61,576 △250,142 △171,716

前払費用の増加額 △120,980 △154,807 △172,316

未収入金の増減額
（増加：△）

259,300 △317,950 215,208

仕入債務の増減額
（減少：△）

76,703 205,540 361,146

未払金の増減額
 （減少：△）

2,877 △210,147 167,799

未払費用の増加額 165,185 263,453 441,225

未払役員退職慰労金
の支払

△350,000 － △350,000

入居保証金の増加額 － 3,131 747,514

その他 265,518 1,012,067 △306,798

小計 2,812,461 3,440,842 7,900,083

利息及び配当金の受
取額

3,807 684 10,903

利息の支払額 △185,042 △186,910 △384,482

法人税等の支払額 △1,161,235 △732,814 △1,966,016

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,469,989 2,521,801 5,560,487
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（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

△3,826,194 △4,688,663 △7,166,914

有形固定資産の売却
による収入 

20,446 － 30,198

子会社株式の取得に
よる支出

－ △295,464 －

保証金の差入による
支出

△1,178,236 △977,602 △2,124,296

保証金の回収による
収入

45,715 91,903 172,266

貸付けによる支出 △3,692 △595 △6,245

貸付金の回収による
収入

13,537 18,322 119,385

その他 △42,676 123,930 △230,235

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△4,971,099 △5,728,170 △9,205,839

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

－ 1,009,384 －

短期借入金の返済に
よる支出

△2,000,000 － △2,000,000

長期借入れによる収入 9,311,500 77,506 9,311,500

長期借入金の返済に
よる支出

△1,329,680 △1,379,039 △2,289,880

株式の発行による収
入

2,581 － 28,944

自己株式の取得によ
る支出

△5,501 △3,022 △20,296

配当金の支払額 △207,333 △207,440 △411,989

少数株主からの
払込による収入

68,223 － 68,223

その他 △89,260 △63,072 △149,960

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

5,750,528 △565,684 4,536,541

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

32,135 △6,925 59,498

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

2,281,552 △3,778,978 950,688

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

9,276,176 10,243,926 9,276,176

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中
間期末（期末）残高

11,574,791 6,464,947 10,243,926
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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　17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

 当中間連結会計期間において、三

商行股份有限公司との合弁会社であ

る三商和民股份有限公司を設立、ま

た㈱ワタミファームが出資して㈱ワ

タミバイオ耕研を設立したことによ

り、連結の範囲に含めております。

 

(1)連結子会社の数及び名称

①連結子会社数　17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

ワタミの介護㈱

　（旧社名　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

ワタミフードサービス㈱

ワタミ医療サービス㈱

 前連結会計期間において連結子会

社でありましたワタミメディカル

サービス㈱は、平成18年4月1日付で

ワタミの介護㈱と合併したため、連

結の範囲から除いております。又、

㈱ワタミバイオ耕研は、平成18年5

月1日付で㈱ワタミファームと合併

したため、合併期日までを連結の範

囲に含めております。

(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㈱

 当連結会計期間において、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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2)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、当中間純損益、利益剰余金

等は中間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)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、当中間純損益、利益剰余金

等は中間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。

なお、㈱アールズリレーションにつ

いては、平成18年8月31日をもって

解散をしており、現在清算手続き中

であります。

(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）

当中間純損益及び利益剰余金等から

みて、中間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）

当中間純損益及び利益剰余金等から

みて、中間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。

なお、㈱アールズリレーションにつ

いては、平成18年8月31日をもって

解散をしており、現在清算手続き中

であります。  

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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）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

司及び三商和民股份有限公司の中間

決算日は6月30日、WATAMI USA 

GUAM.WATAMI GUAM及び㈱アールの

介護の中間決算日は8月31日であり、

中間連結決算日との差は3ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の中間

会計期間に係わる中間財務諸表を基

礎として連結を行っております。但

し、中間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ヵ月間

での決算を行いました。

これを受けて、当中間連結財務諸表

の作成に当たっては、平成17年1月

1日から平成17年9月30日までの9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

での損益について中間連結剰余金計

算書において処理し、同社の平成17

年4月1日から平成17年9月30日まで

の6ヶ月間の損益計算書及び平成17

年9月30日時点の貸借対照表を連結

しております。

　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

司及び三商和民股份有限公司の中間

決算日は6月30日、WATAMI USA 

GUAM.WATAMI GUAM及び㈱ワタミの

介護の中間決算日は8月31日であり、

中間連結決算日との差は3ヶ月以内

であるため、当該連結子会社の中間

会計期間に係わる中間財務諸表を基

礎として連結を行っております。但

し、中間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
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

　当中間連結決算期末日の市

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)

 　　当中間連結決算期末日の市

　　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、売却原価は移動

　　平均法による)

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)

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

　移動平均法による原価法 同左 同左

  ②デリバティブ ②デリバティブ

  原則として時価法 原則として時価法

②棚卸資産 ③棚卸資産 ③棚卸資産

主として総平均法による原価法 主として総平均法による原価法 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

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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 ①有形固定資産 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。

 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。

 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 建物及び構築物　８年～47年 建物及び構築物　８年～42年

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

　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。

　自社利用のソフトウェア　

５年

同左 同左

③長期前払費用 ③長期前払費用 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。

同左 同左

④繰延資産 ④繰延資産 ④繰延資産

　㈲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。

　㈲ワタミファームの開業費は、開

業後、効果の発現する期間(5年)に

わたり均等償却をしております。

　㈲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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 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。

同左 同左

②賞与引当金 ②賞与引当金 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、下期以降支給見込額のうち

当中間連結会計期間に負担すべ

き額を計上しております。

同左 　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、下期以降に利

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。

③株主優待引当金

同左 

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。

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、当中

間連結会計期間末における退職

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

　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。

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

中間連結会計期間末支給見込額

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  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。

(4）中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸表

の作成にあ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

(4）中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸表

の作成にあ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

(4) 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

にあ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、中間

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、中間連

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。

　　外貨建金銭債権債務は、中間連

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、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。 

　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、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) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 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

係る方法に準じた会計処理を採

用しております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 ①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。

 同左  同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権

限規定及び取引限度額等を定め

た内部規定に基づき、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。

 同左  同左

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 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。

 同左  同左

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

①消費税の会計処理 ①消費税の会計処理 ①消費税の会計処理

　　消費税は税抜方式によってお　

　

　ります。

　なお、「仮払消費税」と「仮受

　消費税」は相殺のうえ、流動負

　

　債「その他」に含めて表示して

　

　おります。

　　消費税は税抜方式によってお　

　

　ります。

　なお、当中間連結会計期間におき

ましては、「仮払消費税」と「仮受

消費税」は相殺のうえ、流動資産の

「その他」及び流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

　　消費税は税抜方式によってお　

　ります。

②採用している退職給付制度の概

要

②採用している退職給付制度の概

要

②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。

　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18年3月末日現在の年金資産残

高は3,748,551千円であります。

　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 　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。
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計期間
（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）

当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純利

益は36,372千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

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

 

 

 　　　　　────── 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、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、税金等調整前中間純利益

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

の財務諸表規則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号　平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号　平成17年12月9日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

18,688百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

 

 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計基

準第8号　平成17年12月27日）及び「ストック

オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月

31日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ2,464千円減少し

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。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 ────── (中間連結貸借対照表）

 連結財務諸表規則の改正に伴い、当中間連結会計期間よ

り無形固定資産に区分掲記されていた「連結調整勘定」は、

「のれん」又は固定負債の「その他」に表示しております。

 

 (中間連結損益計算書）

 連結財務諸表規則の改正に伴い、当中間連結会計期間よ

り販売費及び一般管理費に区分掲記されていた「連結調整

勘定償却額」は、「のれん償却」と表示しております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 連結財務諸表規則の改正に伴い、当中間連結会計期間よ

り「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記され

ていた「連結調整勘定償却額」は、「のれん償却額」と表

示しております。

 また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「入居

保証金の増加額」は、前中間連結会計期間は、「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間より

重要性が増したため区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間の「その他」に含まれている「入居保証金の

増加額」は、214,940千円であります。
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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17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度末
（平成18年3月31日）

※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額

12,134,899千円 14,728,590千円 13,881,185千円

投資固定資産（投資その他の資産　そ

の他）減価償却累計額

投資固定資産（投資その他の資産　そ

の他）減価償却累計額

投資固定資産（投資その他の資産　そ

の他）減価償却累計額

133,160千円 94,642千円 55,735千円

　２．　　　　────── ※２．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。

※２．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。

　担保に供している資産 　担保に供している資産

差入保証金
   20,000  千円

差入保証金
     

20,000  

千円

 上記に対応する債務

短期借入金
20,000  千円

 上記に対応する債務

短期借入金
  20,000  千円

　３．当座借越契約 　３．当座借越契約及びコミットメントライ

ン契約

　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

基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　当社グループにおいては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行６行と

当座借越契約及びコミットメントライン

を締結しております。これら契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

　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 4,800,000千円

借入実行残高 - 千円

差引額 4,800,000千円

 

当座借越契約及び

コミットメントラ

インの総額

6,529,327千円

借入実行残高 1,009,385千円

差引額 5,519,942千円

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
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月１日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

前連結会計期間
（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。

※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 432,041千円

その他 365千円 

除却費用 108,908千円 

 合計 541,314 千円

建物 335,197千円

その他 887千円 

除却費用 101,815千円 

 合計 437,900 千円

建物 659,965千円

その他 6,197千円 

除却費用 115,554千円 

 合計 754,746 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

※２．

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年4月１日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

前連結会計期間
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

※３．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

 合計 36,372

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

（36,372千円）として特別損失に計上してお

ります。なお、回収可能価額は将来キャッ

シュ・フローに基づく使用価値がマイナスで

あるため、回収可能価額を零として評価して

おります。 

※３．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)

 和み亭・国分

寺店

店舗 建物 8,888

 その他 ―

 東京都国分寺

市
 リース資産 525

  計 9,413

 和民・千歳烏

山店

店舗 建物 10,810

 その他 ―

 東京都世田谷

区
 リース資産 691

  計 11,501

 和民・横須賀

店
 店舗 建物 10,532

 神奈川県横須

賀市
 その他 ―

  リース資産 332

  計 10,864

 わたみん家・

八王子五番街店
 店舗 建物 2,284

 東京都八王子

市
 その他 ―

  リース資産 1,039

  計 3,323

 For Wah Shop

　店
 店舗 建物 41,313

 香港  その他 ―

  リース資産 ―

  計 41,313

 合計 76,414

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

（76,414千円）として特別損失に計上してお

ります。なお、回収可能価額は将来キャッ

シュ・フローに基づく使用価値がマイナスで

あるため、回収可能価額を零として評価して

おります。 

※３．減損損失

当連結会計期間において、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

 神奈川県相模

原市
 その他 ―

  リース資産 148

  計 4,112

 わたみん家・

茗荷谷店
 店舗 建物 6,950

東京都文京区  その他 ―

  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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（中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 41,491 　― 　― 41,491

合計 41,491 　―  ― 41,491

 自己株式     

 　　普通株式　（注）１ 59 2 25 35

合計 59 2 25 35

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加2千株であり、減少25千株は新

株予約権の権利行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（百万円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

提出会社

(親会社)
　第10回新株予約権　（注)1.2 普通株式  － 347,500 4,000 343,500 　2

 合計  －  －  347,500 4,000 343,500 　2

（注）１．第10回新株予約権の当中間連結会計期間減少は、ストックオプションの権利権利消滅よるものであります。

 　　 ２. 第10回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、ストックオプションとしての新株予約権の発行に

　　　　よるものであります。 

 　　 ３. 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

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

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月24日

定時株主総会
普通株式 207 5  平成18年3月31日  平成18年6月24日
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（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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 11,574,791千円

現金及び現金同等物 11,574,791千円

現金及び預金勘定 6,464,947千円

現金及び現金同等物 6,464,947千円

現金及び預金勘定 10,243,926千円

現金及び現金同等物 10,243,926千円

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。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 29,953 61,262 31,309

合計 29,953 61,262 31,309

（注）有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて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、取得原価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。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

マネーマネージメントファンド 18,228

非上場株式 750

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 28,612 63,363 34,750

合計 28,612 63,363 34,750

（注）有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて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、取得原価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。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

マネーマネージメントファンド －

非上場株式 50

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 29,987 72,512 42,525

合計 29,987 72,512 42,525

（注）有価証券の減損にあたっては時価が取得原価に比べて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。
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　また、取得原価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。

２．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 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

マネーマネージメントファンド ―

非上場株式 50

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在）

　当社グループ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。

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）

　当社グループ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。

前連結会計年度末（平成18年3月31日現在）

　当社グループ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　ストック・オプション等関係

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑤　セグメント情報

１．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17年４月１日　至　平成17年９月30日）  

外食事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 35,814,880 2,077,862 770,964 38,663,707 - 38,663,707

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,411 - 1,498,081 1,502,492 △1,502,492 -

計 35,819,291 2,077,862 2,269,045 40,166,200 △1,502,492 38,663,707

営業費用 34,324,779 2,026,889 2,210,724 38,562,392 △880,988 37,681,404

営業利益（又は営業損失） 1,494,512 50,973 58,321 1,603,807 △621,503 982,303

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）  

外食事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 42,906,556 3,062,659 1,142,940 47,112,156 - 47,112,156

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
272,424 - 1,556,490 1,828,914 △1,828,914 - 

計 43,178,980 3,062,659 2,699,430 48,941,071 △1,828,914 47,112,156

営業費用 41,634,924 2,736,990 2,506,521 46,878,436 △368,079 46,510,356

営業利益（又は営業損失） 1,544,056 325,668 192,909 2,062,634 △1,460,834 601,800

前連結会計年度（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）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 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 - 3,233,320 3,292,867 △3,292,867 - 

計 76,834,631 4,595,119 4,534,767 85,964,518 △3,292,867 82,671,651

営業費用 72,720,532 4,334,908 4,324,040 81,379,481 △2,021,193 79,358,287

営業利益（又は営業損失） 4,114,098 260,210 210,727 4,585,037 △1,271,673 3,313,363

(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.消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額及びその主な内容は以下のとおりであります。

 (単位:千円) 

 前中間 当中間 前期 主な内容

消去または全社の項目に含

めた配賦不能営業費用 
594,480 1,199,510 1,096,031

親会社におけるグループ全

体の管理業務に係る費用 
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２．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「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。

前連結会計年度（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。

３．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30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。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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。

前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 438円34銭

1株当たり中間純利益 1円17銭

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益金額
 1円17銭

1株当たり純資産額    450円79銭

1株当たり中間純利益 △3円25銭

　潜在株式調整後1株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在す

るものの、1株当たり中間純損失であ

るため、記載しておりません。

 

1株当たり純資産額    458円77銭

1株当たり当期純利益  25円90銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
  25円67銭

　（注）1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 48,555 △134,895 1,072,687

普通株主に属しない金額（千円） － － －  

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
48,555 △134,895 1,072,687

期中平均株式数（千株） 41,402 41,445 41,410

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

中間（当期）純利益調整額 － － －  

普通株式増加数（千株） 225 － 366

（うち新株予約権（千株）） (225) － (366)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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515,700株）。

新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数227,200株）。

新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数228,200株）。
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５．販売の状況

 

(1)事業別の業態別販売実績 （単位：千円）

業態
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

外食事業

居食屋　和民 20,758,267 17,664,324 40,436,479

語らい処　坐・和民 4,577,262 11,911,100 13,156,032

海鮮処　和民市場 577,196 528,235 1,204,076

居食屋　手づくり厨房 32,447 38,880 186,272

焼肉居食屋　炭団 ― 196,558 2,523,566

居食屋　和み亭 2,019,635 1,660,648 6,266

japanese dining ゴハン 1,269,789 905,693 1,632,753

ごはん酒房　然の家 582,656 1,455,263 6,600,387

炭火焼だいにんぐ　わた

みん家
2,657,244 4,976,166 3,840,671

T.G.I.Friday's 1,737,149 1,570,838 2,975,907

居食屋　和民 Hong Kong 1,427,608 1,689,533 3,123,641

居食屋　和民 Shenzhen 47,286 64,824 128,390

居食屋　和民 Taiwan ― 158,531 52,740

その他 128,337 105,963 907,905

合計 35,814,880 42,906,556 76,775,085

介護事業 2,077,862 3,062,659 4,595,119

その他事業 770,964 1,142,940 1,301,447

総計 38,663,707 47,112,156 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．その他事業は外食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。

３．農業は外食事業の「その他」に含まれております。

４．上記金額に消費税等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

 当連結会計年度外食事業(農業を除く)の販売実績を利域別に示すと次のとおりであります。 （単位：千円）

地域
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

東京都 17,352,592 18,335,122 35,686,916

神奈川県 4,747,905 4,988,318 9,817,328

埼玉県 2,114,219 2,162,333 7,395,986

大阪府 3,385,237 2,087,565 4,392,782

千葉県 2,027,426 3,838,398 4,143,385

その他 6,059,160 11,388,857 14,430,784

合計 35,686,539 42,800,593 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．上記金額に消費税等は含まれておりません。
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