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決算取締役会開催日 平成18年11月21日 配当支払開始日 平成18年12月11日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）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 18,830 △37.6 420 △61.1 491 △57.2

17年9月中間期 30,175 8.5 1,080 △15.4 1,148 △17.3

18年3月期 63,816 11.4 2,999 △1.2 3,170 △1.4

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 181 △12.2 4 37

17年9月中間期 206 △69.2 4 98

18年3月期 1,194 △21.7 28 83

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 有

③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）財政状態 (百万円未満切捨)

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 54,874 19,260 35.1 464 54

17年9月中間期 50,099 18,473 36.9 446 18

18年3月期 52,250 19,271 36.8 465 12

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年9月中間期 35,999株17年9月中間期 51,609株 18年3月期    59,203株

２．平成19年3月期の業績予想（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 39,100 710 240

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5円79銭

３．配当状況

  ・現金配当

 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年3月期 5.0 5.0 10.0

19年3月期（実績） 5.0 －  

19年3月期（予想） － 5.0 10.0

 

※　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。

※　平成18年4月1日より持株会社体制への移行により、平成19年3月期の個別経営成績は前事業年度と比較して大きく変動しております。
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個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 9,244,371 2,920,404 7,407,681

２　売掛金 566,900 3,371,212 784,763

３　棚卸資産 272,364 59,877 316,761

４　その他 2,203,533 4,136,744 3,080,620

流動資産合計 12,287,169 24.5 10,488,239 19.1 11,589,828 22.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

（1）建物 15,724,951 20,182,357 17,682,763

（2）その他 278,786 16,003,737 32.0 263,944 20,446,301 37.2 260,486 17,943,251 34.4

２　無形固定資産 395,722 0.8 469,651 0.9 442,312 0.8

３　投資その他の資産

（1）投資有価証券  8,282,611 8,827,031 8,639,710

（2）差入保証金  10,949,939 12,259,697 11,691,157

（3）その他  2,316,254 2,589,128 2,118,549

　　貸倒引当金 △70,636 △95,180 △78,753

　　投資損失引当金 △65,000 21,413,168 42.7 △110,300 23,470,377 42.8 △96,000 22,274,665 42.6

固定資産合計 37,812,629 75.5 44,386,330 80.9 40,660,229 77.8

資産合計 50,099,798 100.0 54,874,569 100.0 52,250,058 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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　買掛金 1,795,411 1,463,298 2,065,496

２　一年内償還予定
　社債

 － 1,500,000 －

３　短期借入金 ※2.4 2,072,800 6,347,600 2,662,800

４　株主優待引当金 113,040 － 121,850

５　未払金 1,866,460 2,848,475 2,263,972

６　未払法人税等 424,226 99,424 767,350

７　預り金 － 4,024,113 －

８　その他 1,765,833 359,568 2,087,938

流動負債合計 8,037,770 16.0 16,642,480 30.3 9,969,410 19.1

Ⅱ　固定負債

１　社債 1,500,000 － 1,500,000

２　長期借入金  20,790,800 17,793,650 20,254,400

３　役員退職慰労引当
金

116,209 － －

４　関係会社事業損失
引当金

－ 42,700 －

５　その他 1,181,591 1,135,598 1,254,754

固定負債合計 23,588,600 47.1 18,971,948 34.6 23,009,155 44.0

負債合計 31,626,371 63.1 35,614,428 64.9 32,978,566 63.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,321,364 8.6 －  4,334,558 8.3

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 4,913,671 － 4,926,840

２　その他資本剰余金    

 (1) 自己株式処分
　 差益

－ － 141

資本剰余金合計 4,913,671 9.8 －  4,926,982 9.4

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 107,090 － 107,090

２　任意積立金 8,800,150 － 8,800,150

３　中間（当期）未処
分利益

372,375 － 1,153,309

利益剰余金合計 9,279,615 18.5 － － 10,060,549 19.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

18,628 0.1 － － 23,249 0.0

Ⅴ　自己株式 △59,853 △0.1 － － △73,848 △0.1

資本合計 18,473,427 36.9 － － 19,271,492 36.9

負債資本合計 50,099,798 100.0 － － 52,250,058 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 4,334,558 7.9 － －

２　資本剰余金        

　(1)資本準備金  － － 4,926,840 9.0 － －

３　利益剰余金        

　(1)利益準備金  －   107,090   －   

　(2)その他利益剰余金        

 　　別途積立金  －   9,600,150   －   

 　　繰越利益剰余金  －   315,792   －   

 　　利益剰余金合計  － － 10,023,032 18.3 － －

４　自己株式  － － △45,616 △0.1 － －

株主資本合計  － － 19,238,815 35.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 18,862 0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － 18,862 0.0 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 2,464 0.0 － －

純資産合計  － － 19,260,141 35.1 － －

負債純資産合計  － － 54,874,569 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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 30,175,790 100.0 18,830,252 100.0 63,816,489 100.0

Ⅱ　売上原価 9,246,557 30.6 16,925,171 89.9 19,282,153 30.2

売上総利益 20,929,232 69.4 1,905,080 10.1 44,534,336 69.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 19,848,612 65.8 1,484,725 7.9 41,534,742 65.0

営業利益 1,080,620 3.6 420,354 2.2 2,999,594 4.7

Ⅳ　営業外収益 ※1 249,082 0.8 208,450 1.1 564,880 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※2 180,850 0.6 137,180 0.7 394,052 0.6

経常利益 1,148,852 3.8 491,624 2.6 3,170,421 4.9

Ⅵ　特別利益  － － 434,675 2.3 92,515 0.1

Ⅶ　特別損失 ※3,5 668,797 2.2 522,624 2.8 925,174 1.4

税引前中間（当
期）純利益

480,054 1.6 403,675 2.1 2,337,761 3.6

法人税、住民税及
び事業税

304,951 83,453 1,447,618

法人税等調整額 △31,236 273,715 0.9 139,019 222,472 1.2 △304,080 1,143,538 1.7

中間（当期）純利
益

206,339 0.7 181,203 0.9 1,194,222 1.8

前期繰越利益 166,102  －  166,102  

自己株式処分差損 △65  －  －  

中間配当額 －  －  207,015  

中間(当期）未処分
利益

372,375  －  1,153,309  
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(3）中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間（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3月31日残高　　

　             （千円）
4,334,558 4,926,840 141 4,926,982 107,090 8,800,150 1,153,309 10,060,549 △73,848 19,248,242

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て      800,000 △800,000 －  －

剰余金の配当       △207,162 △207,162  △207,162

中間純利益       181,203 181,203  181,203

自己株式の処分   △141 △141   △11,557 △11,557 28,231 16,532

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　　　　　（千円）
－  △141 △141 － 800,000 △837,516 △37,516 28,231 △9,427

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 　(千円）
4,334,558 4,926,840 － 4,926,840 107,090 9,600,150 315,792 10,023,032 △45,616 19,238,815

評価・換算差額等

新株予約権 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3月31日　残高

　　　　　　 　（千円）
23,249 23,249 － 19,271,492

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △207,162

中間純利益    181,203

自己株式の処分    16,532

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△4,387 △4,387 2,464 △1,923

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 　（千円）
△4,387 △4,387 2,464 △11,350

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 　（千円）
18,862 18,862 2,464 19,260,141
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

子会社株式 子会社株式 子会社株式

　移動平均法による原価法 同左 同左

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）

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）棚卸資産 (2）棚卸資産 (2）棚卸資産

総平均法による原価法 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．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　定率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　　　　　8年～15年

同左 同左

(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、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

３．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)株主優待引当金  (2)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。

 　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。

(3)投資損失引当金

　関係会社等に対する投資の価値

の減少による損失に備えるため、

投資先の財政状態等を勘案して計

上しております。

(2)投資損失引当金

同左

(3)投資損失引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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、内規に基づく中間会計期

間末支給見込額を計上しておりま

す。

 

 

(4)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

事業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

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、前事業年度

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、税引前当期純利

益は123,234千円多く計上されてお

ります。

 

 

(3)関係会社事業損失引当金

 関係会社の事業損失に備えるた

め、関係会社の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を計上してお

ります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は中間決算

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は当期末日

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。 

５．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

６．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

ヘッジ対象…借入金

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

ヘッジ手段…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．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

(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

　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。

　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、流動資産

「その他」に含めて表示しており

ます。

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3,357,754千円

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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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

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益は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。
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（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19,257百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等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。　　　　　　　　

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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

の中間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。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月1日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月1日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月1日
至　平成18年３月31日）

 ────── （会計方針の変更）  ──────

 当社は、持株会社体制に移行したこと

に伴い、当期首から前期に設立したワ

タミフードサービス㈱に当社の外食運

営を移管するとともに、グループ子会

社に対する食材等販売、店舗資産賃貸

及び業務受託等を主たる事業として行

うこととなりました。

　そのため、当中間会計期間の当社売

上高の内訳は、以下のとおりとなって

おります。 

 （単位：千円）

食材等販売収入 8,289,556

店舗設備賃貸収入 8,248,465

 経営指導料 1,813,096

その他業務収入 479,133

 計 18,830,252

 なお、当社の事業内容の変更に伴い、

以下のとおり、会計方針の変更を行っ

ております。

１．食材等販売

　従来から行っておりましたグループ

子会社に対する食材等販売についても

主たる事業とし、前期まで純額処理し

ておりました食材等販売収入及び費用

について、売上高及び売上原価に計上

しております。

その結果、従来と同様の処理を行った

場合に比して、売上高及び売上原価が

それぞれ886,987千円増加しておりま

す。

２．店舗設備賃貸

　従来から当社で行っておりました店

舗設備の外部賃貸についても主たる事

業とし、前期まで営業外損益に計上し

ておりました設備賃貸収入及び費用に

ついても、売上及び売上原価に計上し

ております。

　その結果、従来と同様の処理を行っ

た場合に比して、売上高が410,352千

円、売上原価が372,342千円増加し、

売上総利益及び営業利益がそれぞれ

38,009千円増加しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表関係）

　「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示していましたが、当中間期末に

おいて資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記してお

ります。なお、前中間期末の「投資有価証券」の残高は

718,471千円であります。

（中間貸借対照表関係）

　「預り金」は、前中間期まで、流動負債の「その他」に

含めて表示していましたが、当中間期末において負債及び

純資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しておりま

す。なお、前中間期末の「預り金」の残高は52,839千円で

あります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年9月30日）
当中間会計期間末

（平成18年9月30日）
前事業年度末

（平成18年3月31日）

※１．有形固定資産減価償却累

計額

10,359,567千円 12,813,795千円 11,891,981千円

　　　投資固定資産減価償却累

計額

133,160千円 － 千円 55,735千円

※２．担保資産及び担保付債務 ──────  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

差入保証金 20,000千円

 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

差入保証金 20,000千円

（２）上記に対応する債務

　短期借入金 20,000千円

（２）上記に対応する債務 

１年以内返済
予定長期借入金

   

20,000  

千円

　３．保証債務 関係会社の金融機関及び取引先に対

し以下のとおり債務保証をしており

ます。

関係会社の金融機関及び取引先に対

し以下のとおり債務保証をしており

ます。

関係会社の金融機関からの借入に対

し以下のとおり債務保証をしており

ます。

保証先 保証債務残 摘要

和民（中

國）有限

公司

516,719千円

(35,416千香

港ドル)

銀行借入

に対する

経営指導

念書の差

入れ

 このほか、ワタミメディカルサービ

ス株式会社が締結した建物賃貸借契約

に基づく賃料支払（総額517,293千

円）に対する連帯保証を行っておりま

す。

保証先 保証債務残 摘要

ワタミの

介護株式

会社

199,750千円

介護施設

入居者か

らの預り

保証金

 

　このほか、ワタミの介護株式会社

（旧ワタミメディカルサービス株式会

社）が締結した建物賃貸借契約に基づ

く賃料支払（総額517,293千円）に対

する連帯保証を行っております。

保証先 保証債務残 摘要

和民（中

國）有限

公司

462,511千円

(30,549千香

港ドル)

銀行借入

に対する

経営指導

念書の差

入れ

 このほか、ワタミメディカルサービ

ス株式会社が締結した建物賃貸借予約

契約書に基づく賃料支払（総額

517,293千円）に対する連帯保証を

行っております。

※４．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中間会計期間末

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期末の借入未実

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 － 千円

差引額 4,700,000千円

当座借越契約の

総額
6,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 5,500,000千円

当座借越契約の

総額
4,700,000千円

借入実行残高 － 千円

差引額 4,700,000千円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目 受取利息 11,300千円

店舗備品協賛金 95,816千円

設備賃貸収入 86,153千円 

受取利息 112,776千円

店舗備品協賛金 3,754千円

受取利息 22,257千円

店舗備品協賛金 226,301千円

設備賃貸収入 144,703千円 

※２．営業外費用の主要項目 支払利息 88,541千円

設備賃貸費用 83,422千円 

支払利息 116,961千円 支払利息 203,569千円

設備賃貸費用 164,894千円 

※３．特別損失の主要項目 固定資産除却損

リース契約解約損 

減損損失

貸倒引当金繰入額 

役員退職慰労引当金

繰入額

541,314

22,459

36,372

20,859

47,792

千円

千円

千円

千円

千円 

固定資産除却損

リース契約解約損 

設備賃貸借契約解約

損

減損損失

投資損失引当金繰入

額 

関係会社事業損失引

当金繰入額

399,054

 24,577

6,892

35,101

14,300

42,700

 千円

千円

千円

千円

千円

千円 

固定資産除却損

リース契約解約損

設備賃貸借契約解約

損

投資損失引当金繰入

額 

754,746

48,303

14,951

31,000

千円

千円

千円

千円

４．減価償却実施額 有形固定資産 1,235,862千円

無形固定資産 58,805千円

投資固定資産 13,930千円

有形固定資産 1,669,964千円

無形固定資産 75,902千円

有形固定資産 2,742,797千円

無形固定資産 122,784千円

投資固定資産 20,589千円
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５．減損損失 当中間会計期間において、当社は

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

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗を基本

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。

当中間会計期間において、当社は

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

 その他 ―

 神奈川

県横須賀

市

 
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

 その他 ―

東京都八

王子市
 

リース資

産
1,039

  計 3,323

 合計 35,101

当社は、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（35,101千

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。

当事業年度において、当社は以下

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

神奈川県

鎌倉市

店舗 建物 15,461

 その他 125

 
リース資

産
3,708

 計 19,295

和民・南

行徳駅前

店

千葉県市

川市

店舗 建物 16,180

 その他 259

 
リース資

産
637

 計 17,076

和民・古

淵駅前店

神奈川県

相模原市

店舗 建物 3,964

 その他 - 

 
リース資

産 
148

 計 4,112

わたみん

家・茗荷

谷店

東京都文

京区

店舗 建物 6,950

 その他 - 

 
リース資

産
3,238

 計 10,188

合計   50,672

 当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、店舗を基本単位

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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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 59 2 25 35

 　　　　合計 59 2 25 35

（注）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であり、減少25千株は新株予約権

　　の権利行使による減少であります。　　

 

 

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

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

   446円18銭       464円53銭      465円12銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

  4円98銭    4円37銭   28円83銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

  4円95銭    4円33銭     28円65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)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(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） 206,339 181,203 1,194,222

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）
206,339 181,203 1,194,222

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 － 259

（うち新株予約権（千株）） (225) － (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500,700株）。
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