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１．2007年９月中間期の連結業績（2007年４月１日～2007年９月30日）

 （注）当社は、2006年９月中間期より中間連結財務諸表を開示しているため、2006年９月中間期の対前年中間

期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2007年９月中間期 10,089 12.4 249 25.4 262 △2.0 96 △32.1

2006年９月中間期 8,977 (－) 198 (－) 267 (－) 141 (－)

2007年３月期 18,619 2.1 148 △69.6 236 △64.6 363 △25.6

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

円 銭 円 銭

2007年９月中間期 15 20 － －

2006年９月中間期 256 20 － －

2007年３月期 63 24 － －

（参考）持分法投資損益 2007年９月中間期 －百万円 2006年９月中間期 27百万円 2007年３月期 67百万円

(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

2007年９月中間期 10,043 2,523 24.8 393 55

2006年９月中間期 9,340 1,458 15.5 2,621 14

2007年３月期 9,857 2,446 24.7 384 82

（参考）自己資本 2007年９月中間期 2,491百万円 2006年９月中間期 1,449百万円 2007年３月期 2,436百万円

(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

2007年９月中間期 320 △428 △106 1,518

2006年９月中間期 306 △323 243 1,224

2007年３月期 226 △358 814 1,708

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

2007年３月期 0 00 12 00 12 00

2008年３月期 0 00 －

2008年３月期（予想） － 12 00 12 00

３．2008年３月期の連結業績予想（2007年４月１日～2008年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,600 10.6 490 230.5 427 80.4 185 △49.1 29 21

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 2007年９月中間期 6,331,920株 2006年９月中間期 553,192株 2007年３月期 6,331,920株

②　期末自己株式数 2007年９月中間期 150株 2006年９月中間期 －株 2007年３月期 80株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．2007年９月中間期の個別業績（2007年４月１日～2007年９月30日）

 （注）当社は、2006年９月中間期より中間財務諸表を開示しているため、2006年９月中間期の対前年中間期増

減率については記載しておりません。

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2007年９月中間期 7,395 9.0 234 420.0 234 189.4 60 67.4

2006年９月中間期 6,784 (－) 45 (－) 81 (－) 36 (－)

2007年３月期 14,046 2.7 △61 △119.1 183 △59.6 19 △90.4

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

2007年９月中間期 9 61

2006年９月中間期 65 74

2007年３月期 3 40

(2）個別財政状態

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

2007年９月中間期 8,780 1,909 21.7 301 58

2006年９月中間期 8,451 1,219 14.4 2,204 33

2007年３月期 8,679 1,925 22.2 304 08

（参考）自己資本 2007年９月中間期 1,909百万円 2006年９月中間期 1,219百万円 2007年３月期 1,925百万円

２．2008年３月期の個別業績予想（2007年４月１日～2008年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,000 6.7 270 538.7 320 74.6 68 248.1 10 73

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

　業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１.経営成績

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。

㈱ＷＤＩ（3068）2008 年３月期中間決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国の信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライム

ローン）問題に端を発した世界経済の先行き不透明感はあるものの、企業収益回復に伴う堅調な設備投資などから、依

然として景気は緩やかな回復基調にあると考えております。しかし、個人消費の回復が力強さを取り戻すまでには至っ

ておらず、予断を許さない状況にあります。

　外食業界においては、食品偽装問題や消費期限等の表示不備問題などにより、消費者の食の安全・安心に対する意識

はより一層高まってきており、業界を取り巻く環境は、厳しい状況が続いております。

このような環境の中で、当社グループにおきましては、国内外の既存店売上を保持することに加え、今期の経営方針で

ある「地域一番店」を目指し、各店の持ち味を活かした取り組みを行い、売上向上に繋げることができるよう、注力い

たしました。また、カプリチョーザを1店舗と、将来海外展開を見据えた新業態のとんかつダイニング「カラット」を

出店いたしました。海外においては、ハワイマウイ島にトニーローマ ラハイナ店を出店いたしました。フランチャイ

ズ展開におきましては、台湾にカプリチョーザ2号店の出店がありました。

　こうした結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高10,089百万円（前年同期比12.4％増加）、営業利益249百万円

（前年同期比25.4％増加）、経常利益262百万円（前年同期比2.0％減少）、中間純利益96百万円（前年同期比32.1％減

少）となりました。

    所在地セグメントの業績は次のとおりであります。

 ①日本

　国内は、昨年度出店した13店舗が好調に推移し、売上高は7,395百万円（前年同期比9.0％増加）、営業利益520百万

円（前年同期比67.8％増加）となりました。

 ②北米

　米国では、既存店は堅調に推移するも、出店の遅れによる開業前経費がかさんだことなどにより、売上高は1,791百

万円（前年同期比26.4％増）、営業損失53百万円（前年同期は営業利益96百万円）となりました。

 ③ミクロネシア

　ミクロネシアでは、既存店が好調に推移し、売上高は875百万円（前年同期比13.9％増加）、営業利益112百万円（前

年同期比12.0％増加）となりました。

 ④アジア

　アジアでは、インドネシアバリ島のババ・ガンプ・シュリンプバリが好調に推移し、売上高は46百万円（前年同期比

97.0％増加）、営業利益1百万円（前年同期は営業損失14百万円）となりました。

 ⑤ヨーロッパ 

 ヨーロッパにおいては、未だ出店に至っておりません。

 

 通期の見通しにつきましては、下期に海外及び日本国内において上期出店予定の開業延期も含めて、複数店舗の新規

出店を行う予定があるため、その開業経費を勘案して当初発表致しました予想と変更なく、売上高20,600百万円、営業

利益490百万円、経常利益427百万円、当期純利益185百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

  当中間連結会計期間末の流動資産は3,672百万円（前連結会計年度末比39百万円減）となり、その内、現金及び預金

は1,805百万円（前連結会計年度末比190百万円減）となりました。また、たな卸資産は343百万円（前連結会計年度末

比47百万円増）となりました。固定資産は6,370百万円（前連結会計年度末比225百万円増）となりました。これは新

規出店にともなう建物及び構築物、その他固定資産の増加が主な要因であります。

 負債につきましては、7,520百万円（前連結会計年度末比109百万円増）となりました。これは未払法人税等の増加が

主な要因であります。

 純資産につきましては、2,523百万円（前連結会計年度末比77百万円増）となりました。

 ②キャッシュ・フローの状況

 　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,518百万円となり、前連結会計

年度末より190百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は320百万円となりました。これは主に税金等調整前中間

純利益212百万円、減価償却費311百万円による増加の一方で、法人税等の支払額133百万円による減少があり、その結

果、営業活動によるキャッシュフローは前中間連結会計期間の306百万円に比べ14百万円増加しております。
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 （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428百万円となりました。これは事業拡大のため有形固定資産取得による支出518百万

円、無形固定資産の取得による支出22百万円及び敷金保証金の差入による支出32百万円が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）

 財務活動の結果使用した資金は106百万円となりました。これは長期借入の実施による収入800百万円による増加の一

方で長期借入金の返済872百万円、配当支払75百万円による支出を行ったことによるものであります。

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2005年３月期 2006年３月期 2007年３月期
2007年９月

中間期

 自己資本比率（％） 9.2 16.9 24.7 24.8

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 54.6 31.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 942.2 673.0 2,275.8 795.8

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.5 5.7 2.4 5.9

 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

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

 （中間期については、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。）

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。　

 （注２）株式時価増額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としておりま

す。健全な経営基盤を維持拡大するため内部留保の充実を図りながら、業績に応じて増配などによる弾力的な還元を

検討して参ります。

(4）事業等のリスク

　本書に記載した事業の状況及び経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項は以下のようなものがあります。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。

　①出店について

当社グループは、国内外の主要都市及び観光地を中心にショッピングモール、駅ビルその他商業施設等の飲食店

の需要が多い場所に店舗を展開しております。店舗の新規出店に際しては商圏の調査とともに店舗の採算を充分試

算し、収益性を重視するため、家賃や差入保証金等の契約条件、予想客数、競合店舗を勘案した上で、収支予測等

の一定の条件を満たした物件のみを出店対象としております。

このため、出店条件を満たす物件がない場合、出店計画を変更する場合があり、その際は当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。なお、出店に際しては、広告宣伝費、人件費や消耗品費等の費用が売上に先行し

て発生するため、複数の出店が同時期に重なる場合には、売上を上回る費用が計上される可能性があります。

又、当社グループは店舗毎の収益性・キャッシュフローを重視しており、環境の変化等の外的要因により収益の

回復が見込まれない不採算店舗については、閉店する方針としております。このような不採算店舗が増加した場合

は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　②フランチャイザーとの契約更新に係るリスクについて

当社グループは、国内外優良業態の発掘と独自の業態の開発を主な経営戦略としております。自社で開発した業

態以外のブランドをＦＣとして展開する場合、その条件を取り決め、契約を締結しております。各フランチャイ

ザーとは友好的な関係を築き、良いビジネスパートナーとしての努力をしておりますが、契約期間満了時に万一、

契約が更新されない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

㈱ＷＤＩ（3068）2008 年３月期中間決算短信

－ 4 －



　③フランチャイズ事業に係るリスクについて

当社グループは、日本及び米国を中心に様々な業態の店舗を運営する外食産業であり、2007年9月期末日におい

て国内に79の直営店舗と、米国を中心に海外に19の直営店舗による展開を行っております。又、カプリチョーザ、

トニーローマ、巨牛荘についてはフランチャイズ展開を行っており、国内に81店舗、韓国、台湾、フィリピンにお

いては９店舗の経営指導を行っております。

フランチャイズ展開を行うにあたり、当社グループは、フランチャイジーとの間で下記のような加盟契約を結ん

でおります。

     a.加盟前提条件

３業態全てに対して、法人組織である事が前提となっております。そして、複数店展開を視野に入れた

長期ビジョンに基づき、その実現に情熱を注げる方を求めております。

     b.加盟に際して必要とされる契約金、その他加盟契約要旨

カプリチョーザ トニーローマ 巨牛荘

新規ＦＣ加盟金

100万円

２号店目以降はなし

 

500万円

１店舗毎にＦＣ契約料として

必要

400万円

１店舗毎にＦＣ契約料として

必要

出店契約料 200万円 － －

基本設計料

50万円

店舗の基本レイアウト図の制作と

厨房設計料

100万円

店舗の基本レイアウト図の制作と

厨房設計料

100万円

店舗の基本レイアウト図の制作と

厨房設計料

ロイヤルティ 月々の売上の６％ 月々の売上の６％ 月々の売上の５％

契約期間 ５年 10年 ５年

更新期間

５年

期間満了の３ヵ月前までに双方に

異存がなければ自動更新

10年

期間満了の６ヵ月前までに双方に

異存がなければ自動更新

５年

期間満了の３ヵ月前までに双方に

異存がなければ自動更新

　　　c.フランチャイズ展開に係るリスクについて

フランチャイズ展開では、一般的に店舗運営の進め方や実際のオペレーション等の方法を提供し、それ

によってＦＣ加盟店は統一的な店舗運営を行っております。しかしながら、全てのＦＣ加盟店に統一的な

店舗運営の方法を浸透させることは必ずしも容易なことではなく、又当社グループの指導に従わないＦＣ

加盟店が存在する場合もありえます。このような場合には、ブランドイメージが損なわれることなどから、

当社グループ全体に影響を及ぼす可能性があります。

又、フランチャイズ展開では通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店の

募集を行っておりますが、実際にＦＣ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、トラブル又

は訴訟に発展する場合があります。

当社グループにおいては、設立以来、現在に至るまでＦＣ加盟店からそのような提訴をされたことはあ

りませんが、ＦＣ加盟店とのトラブルが訴訟に発展した場合、当社グループの経営成績及び今後の事業展

開が影響を受ける可能性は否定できません。

    d.加盟契約締結後の出店状況について

当社グループは、ＦＣ加盟店に対してはスーパーバイザーの派遣や集合研修を開催するなど、十分な営

業支援を行っておりますが、支援が及ばない範囲でのＦＣ加盟店に対する苦情などにより、営業継続が困

難と判断した場合には閉店を勧奨することもあるため、加盟店契約を解消した場合は、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

又、ＦＣ加盟店との契約関係を解消し、新たなＦＣ加盟店を募集する必要が生じるケースもあります。

このような場合には、トラブルの解決、契約解除などのために当社グループが何らかの負担を求められる

場合もあり、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。

なお、当社グループがＦＣ加盟店から収受する加盟金は、加盟契約において理由の如何（店舗の開設又

は営業の開始の有無など）を問わず一切返還しないものと定められておりますが、契約解除の理由などを

考慮して当社グループがＦＣ加盟店に対して加盟金を返還する可能性があります。そのような場合、当社

グループの業績と財政状態が影響を受ける可能性があります。
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    e.フランチャイズに関する法的規制などについて

当社グループは、フランチャイズの運営に関して中小小売商業振興法及び独占禁止法の規制を受けてお

ります。これらの法律は、当社グループに対して加盟契約締結前の情報開示を定めておりますので、法的

規制などの改廃、又は新たな法律などの制定により当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。

　④合弁会社の設立

当社グループは、主に海外の事業展開において、フランチャイズ以外で合弁会社を設立して店舗を出店しており

ます。合弁会社による店舗出店については、当社グループの事情や判断以外でも、合弁相手の合弁解消の申し出に

より当社グループの持分を売却する可能性があります。合弁解消については、当社グループにおいて充分検討した

上で決定いたしておりますが、持分を売却した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤天候等外的な要因による影響について

　　a.天候の影響について

当社グループの主要事業であるレストラン運営事業は、天候要因（天気・気温など）により来店客数が

変動しやすい可能性があります。このため、悪天候が長期に及ぶ場合、来店客数の減少により当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

   b.災害の影響について

災害発生時には、店舗への被害はもちろん交通機関への被害等から、外食に対する消費マインドが低く

なることが予想され、一時的に来店客数が減少する可能性があります。又、店舗への被害により、修理や

改築を行うための費用がかかる可能性もあります。これらのことから災害が発生した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼすことが考えられます。

   C.食品の安全性について

疾病や食品衛生管理上の問題、食品偽装問題や消費期限等の表示不備問題等、食品の安全性に関する問

題が生じた場合は、食品に対する消費者の不安が高まる一因となるため、一時的な来店客数の減少により

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

   d.原材料価格の変動について

当社グループは、食品を扱っているため、天候による原材料の出来高等の影響があります。調達ルート

を複数確保するよう努めておりますが、原材料が高騰し、購入費用が増加しますと、当社グループの業績

と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

  e.為替レートの変動について

当社グループの本社は、日本法人であり、海外関係会社の現地通貨建て財務諸表を、連結財務諸表作成

のために、円換算しております。従って、為替レートの変動により、換算レートも変動し、円換算後の損

益に影響を受けることとなります。一般に、他通貨に対する円高は当社グループの事業に悪影響を及ぼし、

円安は当社グループの事業に好影響をもたらします。

当社グループとしましては、世界情勢も勘案し予算を立てておりますが、予想外の変動が生じた場合に

は、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

又、当社グループの本社は海外関係会社に対して外貨による貸付を行っているため、為替レートの変動

により為替差損益が発生する可能性があります。

　⑥海外活動に関わるリスクについて

当社グループの活動は国内だけに留まらず、米国やミクロネシア、アジア、ヨーロッパでも行われております。

これらの海外市場へ事業進出をするにあたり、経済要因、予期しない法律又は規制の変更、人材の採用と確保、テ

ロ・戦争・その他の要因による社会的混乱等のリスクが伴います。

また海外子会社において税務上の取扱により法人税等の負担率が変化する場合があり、これらのことにより業績

と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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　　　⑦敷金・保証金の回収について

　　　　　当社グループは賃借による出店形態が主であり、店舗の賃借に際しては、物件所有者に敷金・保証金を差し入

れております。当中間連結会計期間末における敷金・保証金の残高は1,593百万円となっております。当社グルー

プにおいては、賃貸借契約の締結に際しては、物件所有者の信用状況等を確認するなど回収可能性を検討し、敷

金・保証金の低減交渉をした上で決定しております。今後、契約期間満了における閉店や不採算店舗のスクラッ

プにより敷金・保証金の回収が発生する際に、物件所有者の財政状態の変化等により回収不能となる可能性があ

り、回収不能となった場合は当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　⑧外食事業における法的規制について

外食事業においては、食品衛生法の法的規制を受けております。食品衛生法の規定により、各店舗において食品

衛生責任者を各都道府県の保健所に届け出て許可を受けております。当社グループにおいては定期的な細菌検査の

ほか、衛生管理担当者による店舗巡回指導、及び衛生管理の取り組み状況を人事考課に網羅するなど、衛生に対す

る意識向上に努めております。

しかしながら、このような施策を実施しても当社グループの店舗における食中毒等の発生の可能性は否定できな

いため、万一かかる事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑨外食事業の競争が激しいことについて

消費は依然として本格的な回復に至っていないことや参入障壁が低いこともあり、業界内での競争は激化してお

ります。

又、日本国内は少子高齢化により外食業界の規模の縮小が見込まれております。今後、出店競争がより激化し、

個人消費が低迷した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。

当社グループは、「ホスピタリティ」「本物志向」「グローバル」をキーワードとして独特な業態を有しており、

価格競争には巻きこまれることなく、特色のある店舗を展開していく方針であります。又、当社グループの強みで

ある多業態のブランドポートフォリオを継続的に生かしていくため多様な業態を研究開発して参ります。出店地域

についても世界を視野に、既存の店舗がない地域への出店も検討しております。当社グループにおいては、国内外

におけるレストラン運営に関するノウハウを蓄積し、成長性と収益性を高めて参る所存であります。

　⑩重要な訴訟について

当社グループは、店舗顧客だけでなくＦＣ加盟店等当社グループを取り巻く全ての関係者に対して、「ホスピタ

リティ」をコーポレートキーワードの一つに掲げており、業務に励んでおります。又内部監査やコンプライアンス

体制の充実により社内チェック体制を整備しており、必要に応じて取締役会及び監査役に報告することとなってお

ります。しかしながら、万一、第三者より、損害賠償請求等の重要な訴訟が提起された場合には、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　⑪シンジケートローンによる資金調達に伴う財務制限条項への抵触に伴うリスク

当社グループでは、シンジケートローンによる資金調達にあたり、純資産の維持及び利益の維持に関する財務制

限条項が付されており、抵触した場合には貸付人の請求により期限の利益を喪失し、一括返済することとなってお

ります。かかる状況となった場合は、当社グループの業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

 

　⑫有利子負債の依存度について

当社グループは、借入金等の有利子負債の圧縮に極力努めておりますが、前中間期より6.5ポイント改善したも

のの2007年９月中間期において、有利子負債（借入金及び社債）の割合は、50.8%と比較的高い状況にあります。

今後調達金利の変動により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
(千$)

主要な事
業の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

（連結子会社）      

INAKAYA New York, L.L.C.

 

米国ニューヨーク州

ニューヨーク市

2,000

 

レストラン

事業

51.00

 

 役員の兼任なし

 

W Steak BH, L.L.C. 
米国カリフォルニア州

ロサンゼルス市

200

 

レストラン

事業

50.00

 
 役員の兼任なし

W Steak Waikiki, L.L.C.
米国ハワイ州

ホノルル市 

200

 

レストラン

 事業

50.00

 
 役員の兼任なし
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［事業系統図］（2007年９月30日現在）

 

[WDI International, Inc.] 

トニーローマ 

カプリチョーザ 

Taormina 

日 本 

 

[株式会社ＷＤＩ] 

 

トニーローマ 

 

ハードロックカフェ 

 

ババ・ガンプ・シュリンプ 

 

イル・ムリーノ 

ニューヨーク 

 

グランド・セントラル・ 
オイスター・バー＆ 
レストラン 

 

カリフォルニア・ピザ・ 

キッチン 

 

カプリチョーザ 

 

巨牛荘 

 

センチュリーコート 

 

ストーンバーグ 

 

ハノハノ・キッチン 

 

プリミ・バチ 

 

レインボー・ロール・スシ 

 

ブリーズ・オブ・ 
トウキョウ 
 
カラット 

顧  
客 

[WDI Saipan, Inc.] 

トニーローマ 

カプリチョーザ 

Ｆ 

Ｃ 

カプリチョーザ 

トニーローマ 

巨牛荘 

トニーローマ 

[P.T.WDI Indonesia] 

ババ･ガンプ・シュリンプ 

Ｆ 

Ｃ 

カプリチョーザ 

海外 

Ｆ 

Ｃ 

[WDI Europe H Ltd.] 

 

 

[Mundy New York, 

Inc.] 

持株会社 

     サービスの提供 
 
     業務指導 
 
     子会社 
       

[INAKAYA New York, 

 L.L.C.] 
（※１） 

[W Steak BH, L.L.C. ] 
（※１） 

[W Steak Waikiki, 

 L.L.C.] 
（※２） 

   （注）※１　2007年３月設立

　　　　 ※２　2007年４月設立
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

 2007年３月期決算短信（2007年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略してお

ります。

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）

 http://www.wdi.co.jp/ja/ir/library.html

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（2006年９月30日）

当中間連結会計期間末
（2007年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（2007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  ※２  1,512,026   1,805,513   1,996,062  

２．受取手形及び売掛金   181,819   219,065   242,935  

３．たな卸資産   336,932   343,860   296,706  

４．１年以内回収予定長
期貸付金

  93,305   122,342   115,785  

５．預け金   490,312   534,272   523,926  

６．繰延税金資産   196,893   220,692   185,536  

７．その他   383,596   427,209   351,512  

流動資産合計   3,194,886 34.2  3,672,957 36.6  3,712,466 37.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※２  2,206,229   2,411,522   2,324,701  

(2）土地 ※２  259,421   259,421   259,421  

(3）建設仮勘定   121,114   213,499   131,561  

(4）その他   403,563   484,950   435,049  

有形固定資産合計 ※１  2,990,328 32.0  3,369,394 33.5  3,150,734 32.0

２．無形固定資産           

(1）のれん   108,445   6,200   8,266  

(2）その他   192,084   411,765   408,399  

無形固定資産合計   300,529 3.2  417,965 4.2  416,666 4.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※３  176,329   57,830   65,116  

(2）長期貸付金   320,166   241,574   279,599  

(3）敷金保証金 ※２  1,548,044   1,593,556   1,601,059  

(4）繰延税金資産   158,900   151,364   109,705  

(5）その他   654,291   539,225   522,129  

貸倒引当金   △3,276   －   －  

投資その他の資産合
計

  2,854,455 30.6  2,583,550 25.7  2,577,610 26.2

固定資産合計   6,145,313 65.8  6,370,910 63.4  6,145,011 62.4

資産合計   9,340,199 100.0  10,043,867 100.0  9,857,478 100.0
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前中間連結会計期間末
（2006年９月30日）

当中間連結会計期間末
（2007年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（2007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   470,602   505,129   539,818  

２．短期借入金 ※２  100,000   18,259   －  

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２  2,007,386   2,028,856   1,876,601  

４．未払金   812,177   538,783   640,182  

５．未払法人税等   21,777   129,663   865  

６．賞与引当金   199,000   242,479   210,000  

７．販売促進引当金   16,000   14,500   14,150  

８．その他 ※４  667,406   700,521   563,987  

流動負債合計   4,294,350 46.0  4,178,193 41.6  3,845,605 39.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  3,242,544   3,053,126   3,271,543  

２．繰延税金負債   45,589   －   －  

３．その他   299,292   289,443   294,315  

固定負債合計   3,587,426 38.4  3,342,569 33.3  3,565,859 36.2

負債合計   7,881,777 84.4  7,520,763 74.9  7,411,464 75.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   195,158 2.1  585,558 5.8  585,558 5.9

２．資本剰余金   198,255 2.1  588,655 5.9  588,655 6.0

３．利益剰余金   1,012,039 10.8  1,254,295 12.5  1,234,011 12.5

４．自己株式   －   △114 0.0  △67 0.0

株主資本合計   1,405,452 15.0  2,428,394 24.2  2,408,158 24.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  58,527 0.6  △117 0.0  596 0.0

２．為替換算調整勘定   △13,985 △0.1  63,585 0.6  27,881 0.3

評価・換算差額等合計   44,542 0.5  63,467 0.6  28,477 0.3

Ⅲ　少数株主持分   8,426 0.0  31,242 0.3  9,377 0.1

純資産合計   1,458,421 15.6  2,523,104 25.1  2,446,013 24.8

負債純資産合計   9,340,199 100.0  10,043,867 100.0  9,857,478 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　2006年４月１日
至　2007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   8,977,241 100.0  10,089,313 100.0  18,619,628 100.0

Ⅱ　売上原価   2,215,280 24.7  2,554,900 25.3  4,654,810 25.0

売上総利益   6,761,961 75.3  7,534,413 74.7  13,964,818 75.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  6,563,034 73.1  7,284,966 72.2  13,816,536 74.2

営業利益   198,926 2.2  249,446 2.5  148,281 0.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  11,307   20,410   23,391   

２．為替差益  6,627   －   7,754   

３．受取広告協賛金  32,900   37,404   70,305   

４．持分法による投資利
益

 27,957   －   67,255   

５．出資金評価益  26,383   18,665   38,230   

６．受取補償金  －   18,046   34,959   

７．その他  37,445 142,622 1.6 7,005 101,533 1.0 31,857 273,754 1.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  47,244   53,811   100,420   

２．為替差損  －   24,846   －   

３．その他  26,456 73,700 0.8 9,737 88,395 0.9 85,032 185,453 1.0

経常利益   267,848 3.0  262,584 2.6  236,581 1.3

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ －   53,558   881   

２．投資有価証券売却益  －   －   67,737   

３．関連会社株式売却
益 

 －   －   8,693   

４．関連会社持分売却益  － － － － 53,558 0.5 478,871 556,184 3.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 124   58,567   46,732   

２．店舗閉鎖損  1,367   26,777   23,420   

３．減損損失 ※４ － 1,491 0.0 17,856 103,201 1.0 46,591 116,744 0.6

税金等調整前中間
（当期）純利益

  266,356 3.0  212,941 2.1  676,020 3.7

法人税、住民税及び
事業税

※５ 92,094   188,975   222,508   

法人税等調整額 ※５ 33,699 125,794 1.4 △69,289 119,686 1.1 91,377 313,885 1.7

少数株主損失   △1,167 0.0  △3,010 0.0  △1,567 0.0

中間（当期）純利益   141,729 1.6  96,265 1.0  363,702 2.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

2006年３月31日残高（千円） 195,158 198,255 966,010 1,359,423

中間連結会計期間中の変動額     

利益処分による剰余金の配当
（注）

－ － △66,383 △66,383

利益処分による役員賞与（注） － － △29,318 △29,318

中間純利益 － － 141,729 141,729

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）

－ － 46,028 46,028

2006年９月30日残高（千円） 195,158 198,255 1,012,039 1,405,452

評価・換算差額等

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

2006年３月31日残高（千円） 123,844 734 124,579 9,806 1,493,809

中間連結会計期間中の変動額      

利益処分による剰余金の配当
（注）

－ － － － △66,383

利益処分による役員賞与（注） － － － － △29,318

中間純利益 － － － － 141,729

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）

△65,316 △14,719 △80,036 △1,380 △81,416

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△65,316 △14,719 △80,036 △1,380 △35,388

2006年９月30日残高（千円） 58,527 △13,985 44,542 8,426 1,458,421

 （注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007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

2007年３月31日残高（千円） 585,558 588,655 1,234,011 △67 2,408,158

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △75,982 － △75,982

中間純利益 － － 96,265 － 96,265

自己株式の取得 － － － △46 △46

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）

－ － 20,283 △46 20,236

2007年９月30日残高（千円） 585,558 588,655 1,254,295 △114 2,428,394

評価・換算差額等

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

2007年３月31日残高（千円） 596 27,881 28,477 9,377 2,446,013

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － － － △75,982

中間純利益 － － － － 96,265

自己株式の取得 － － － － △46

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）

△714 35,703 34,989 21,865 56,854

中間連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△714 35,703 34,989 21,865 77,091

2007年９月30日残高（千円） △117 63,585 63,467 31,242 2,523,104
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2006年３月31日残高（千円） 195,158 198,255 966,010 － 1,359,423

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 390,400 390,400 － － 780,800

利益処分による剰余金の配当
（注）

－ － △66,383 － △66,383

利益処分による役員賞与（注） － － △29,318 － △29,318

当期純利益 － － 363,702 － 363,702

自己株式の取得 － － － △67 △67

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

390,400 390,400 268,001 △67 1,048,734

2007年３月31日残高（千円） 585,558 588,655 1,234,011 △67 2,408,158

評価・換算差額等

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

2006年３月31日残高（千円） 123,844 734 124,579 9,806 1,493,809

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 － － － － 780,800

利益処分による剰余金の配当
（注） 

－ － － － △66,383

利益処分による役員賞与（注） － － － － △29,318

当期純利益 － － － － 363,702

自己株式の取得 － － － － △67

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

△123,247 27,146 △96,101 △429 △96,531

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△123,247 27,146 △96,101 △429 952,203

2007年３月31日残高（千円） 596 27,881 28,477 9,377 2,446,013

 （注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007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　2006年４月１日
至　2007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

 266,356 212,941 676,020

減価償却費  278,083 311,400 604,205

持分法による投資損益  △27,957 － △67,255

貸倒引当金の増加額  △7,999 － △11,355

受取利息  △11,307 △20,410 △23,391

支払利息  47,244 53,811 100,420

為替差損益  △7,160 24,846 △28,538

出資金評価損益  △26,383 △18,665 △38,230

固定資産売却損益  － △53,558 △881

固定資産除却損  124 58,567 46,732

店舗閉鎖損  1,367 26,777 23,420

固定資産減損損失  － 17,856 46,591

投資有価証券売却損益  － － △67,737

関連会社株式売却損益  － － △8,693

関連会社持分売却損益  － － △478,871

売上債権の増減額  43,002 25,291 △16,568

たな卸資産の増減額  △89,728 △44,872 △47,453

その他流動資産の増減額  △178,389 △95,193 △134,454

その他固定資産の増減額  1,674 1,578 4,050

仕入債務の増減額  28,197 △40,303 91,997

その他流動負債の増減額  312,631 △7,180 92,388

その他固定負債の増減額  △14,561 △1,492 △12,406

役員賞与の支払額  △29,318 － △29,318

その他  999 △17,627 16,604

小計  586,874 433,767 737,275

利息の受取額  11,294 22,272 19,344

利息の支払額  △44,920 △54,622 △95,460

法人税等の支払額  △246,923 △133,463 △434,969

法人税等の還付金  － 52,485 14

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 306,326 320,439 226,204
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前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007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　2006年４月１日
至　2007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

 △182,878 △518,836 △784,865

有形固定資産の売却による収
入

 583 79,832 10,655

無形固定資産の取得による支
出

 △29,300 △22,733 △164,335

関連会社出資金の回収による
収入

 － － 65,839

投資有価証券の売却による収
入

 － － 89,055

出資金の回収による収入  11,708 20,251 12,604

関連会社持分の売却による収
入

 － － 582,650

長期貸付による支出  － △28,036 △67,550

長期貸付金の回収による収入  39,968 69,811 73,169

関連会社長期貸付による支出  △65,000 － －

関連会社長期貸付の回収によ
る収入

 3,333 － －

敷金保証金の差入による支出  △114,485 △32,041 △171,327

敷金保証金の返還による収入  32,658 39,532 36,969

その他  △20,228 △36,114 △41,376

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △323,640 △428,333 △358,512

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の増減額  100,000 18,259 －

長期借入による収入  1,250,000 800,000 2,300,000

長期借入金の返済による支出  △1,001,679 △872,786 △2,161,738

社債の償還による支出  △37,500 － △37,500

設備購入割賦未払金の支払に
よる支出

 △929 － △929

配当金の支払額  △66,383 △75,982 △66,383

株式の発行による収入  － － 780,800

少数株主からの払込による収
入

 － 24,062 －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 243,508 △106,447 814,249

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 △4,094 23,793 24,164

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  222,098 △190,548 706,106

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,002,656 1,708,762 1,002,656

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間（期
末）残高

※１ 1,224,754 1,518,214 1,708,762
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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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　５社

主要な連結子会社名

・WDI International, Inc.

・WDI Saipan, Inc.

・Waikiki Capricciosa, L.L.C.

・Mundy New York, Inc.

・P.T. WDI Indonesia

連結子会社の数　８社

主要な連結子会社名

・WDI International, Inc.

・WDI Saipan, Inc.

・Mundy New York, Inc.

・P.T. WDI Indonesia

・WDI Europe H Ltd. 

・INAKAYA New York, L.L.C.

・W Steak BH, L.L.C. 

・W Steak Waikiki, L.L.C. 

なお、INAKAYA New York, 

L.L.C.、W Steak BH, L.L.C. 、

W Steak Waikiki, L.L.C.につい

ては、当中間連結会計期間におい

て新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。 

連結子会社の数　５社

主要な連結子会社名

・WDI International, Inc.

・WDI Saipan, Inc.

・Mundy New York, Inc.

・P.T. WDI Indonesia

・WDI Europe H Ltd. 

　なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました

Waikiki Capricciosa, L.L.C.は

解散したため、連結の範囲から除

いております。

　又、WDI Europe H Ltd.につい

ては、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

２社

Bubba Gump New York, L.L.C.

株式会社くろひつじ

　前連結会計年度において持分法

適用の関連会社でありました

Kahala Ribs Partnersは当中間連

結会計期間において解散したため、

持分法適用の関連会社の範囲から

除いております。

(1）持分法適用の関連会社数

０社

(1）持分法適用の関連会社数

０社

なお、前連結会計年度において

持分法適用の関連会社でありまし

たBubba Gump New York,

L.L.C.はその持分を保有していた

WDI International, Inc.が売却

したことにより、持分法適用の関

連会社の範囲から除いておりま

す。

 また、前連結会計年度において

持分法適用の関連会社でありまし

た株式会社くろひつじは、その持

分を売却したことにより、持分法

適用の関連会社の範囲から除いて

おります。

 前連結会計年度において持分法

適用の関連会社でありました

Kahala Ribs Partnersは解散し

たため、持分法適用の関連会社の

範囲から除いております。

(2）持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おりますが、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っておりま

す。

(2）　　　───── (2）　　　─────

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

 連結子会社の中間決算日は、全

て６月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しておりますが、

中間連結決算日との間に発生した

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。

　　　　　同左 　連結子会社の決算日は、全て12

月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しておりますが、連結決算日と

の間に発生し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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

時価のあるその他有価証券

　中間連結決算日の市場価格

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

より算定）を採用しておりま

す。

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

時価のあるその他有価証券

　　　　同左

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

時価のあるその他有価証券

　連結決算日の市場価格に基

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り

算定）を採用しております。

時価のないその他有価証券

　移動平均法による原価法を

採用しております。

　なお、投資事業有限責任組

合及びこれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によって

おります。

時価のないその他有価証券

同左

時価のないその他有価証券

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　　　　同左

②　デリバティブ

同左

②　たな卸資産

商品

　当社は移動平均法による原

価法を、又在外連結子会社は

先入先出法による低価法、又

は総平均法による低価法を採

用しております。

③　たな卸資産

商品

同左

③　たな卸資産

商品

同左

原材料

　当社は最終仕入原価法によ

る原価法を、又在外連結子会

社は先入先出法による低価法

を採用しております。

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

　当社は最終仕入原価法によ

る原価法を、又在外連結子会

社は先入先出法による低価法

を採用しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、又、在外連

結子会社は定額法を採用してお

ります。（但し、当社は1998年

４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）につい

て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　10～65年

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、又、在外連

結子会社は定額法を採用してお

ります。（但し、当社は1998年

４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）につい

て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　10～65年

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より、

2007年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。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3,452千円減少しておりま

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。

 (追加情報)

　当社は、法人税法の改正に伴

い、2007年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により、取得価額の

５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

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1,878千円減

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。

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　当社は定率法を、又、在外連

結子会社は定額法を採用してお

ります。（但し、当社は1998年

４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）につい

て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　10～65年

②　無形固定資産

　のれんについては、５年間で

均等償却しております。

　なお、米国会計基準が適用さ

れる在外連結子会社の営業権に

ついては、米国財務会計基準書

（SFAS）第142号を適用し、減

損の判定結果に基づき償却する

方法を採用しております。

　又、ソフトウエア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（３～５年）

に基づく定額法によっておりま

す。

②　無形固定資産

　のれんについては、５年間で

均等償却しております。

　フランチャイズ権については、

契約期間に基づき償却する方法

を採用しております。

　又、ソフトウエア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（３～５年）

に基づく定額法によっておりま

す。

②　無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。又在外連結子会社は、主

として特定の債権について回収

不能見込額を計上しております。

(ハ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(ハ）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

　従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち当

中間連結会計期間負担分を計上

しております。

②　賞与引当金

　　　　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち当

連結会計年度負担分を計上して

おります。

③　販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客へ

付与したポイントの利用に備え

るため、当中間連結会計期間末

において将来利用されると見込

まれる額を計上しております。

③　販売促進引当金

同左

③　販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客へ

付与したポイントの利用に備え

るため、当連結会計年度末にお

いて将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。

(ニ）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

子会社等の資産及び負債は、在外

子会社等の中間決算日における直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

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。

(ニ）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

(ニ）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

社等の資産及び負債は、在外子会

社等の決算日における直物為替相

場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に

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。

(ホ）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によっており

ます。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップについて、特例

処理を採用しております。

(ヘ）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(ヘ）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…借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

同左

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、特例

処理の要件を満たしていること

から、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

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項

(ト）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

（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

1,449,995千円であります。

　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。

 　　　　　　　───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より、「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

2,436,636千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自　2007年４月１日 
至　2007年９月30日） 

（中間連結貸借対照表）

１．前連結会計年度末まで、流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「預け金」は、当中間連結会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記するこ

とといたしました。

　なお、前連結会計年度末の「預け金」は416,589千円であ

ります。

 （中間連結貸借対照表）

 ─────

２．前連結会計年度末まで、無形固定資産に含めて表示してお

りました「営業権」は、当中間連結会計期間末から「のれ

ん」として区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「営業権」は115,202千円であ

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
（2006年９月30日）

当中間連結会計期間末
（2007年９月30日）

前連結会計年度末
（2007年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,060,062千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,472,428千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,249,374千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

定期預金 35,223千円

建物及び構築物 212,892千円

土地 234,050千円

敷金保証金 505,958千円

計 988,124千円

建物及び構築物 200,929千円

土地 234,050千円

敷金保証金 497,424千円

計 932,403千円

定期預金 35,251千円

建物及び構築物 206,549千円

土地 234,050千円

敷金保証金 426,651千円

計 902,503千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定長

期借入金
1,913,400千円

長期借入金 3,073,000千円

計 5,086,400千円

１年以内返済予定長

期借入金
1,885,100千円

長期借入金 3,015,400千円

計 4,900,500千円

１年以内返済予定長

期借入金
1,779,400千円

長期借入金 3,144,800千円

計 4,924,200千円

※３　投資有価証券には、有価証券消費貸借契

約に基づく貸付投資有価証券94,800千円が

含まれております。

※３　　　　　　─────  ※３　　　　　 ────

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債その他に含めて表示してお

ります。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　　　　　　─────

　５　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６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。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。

　５　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７行と円建貸出コ

ミットメント契約を取引銀行１行とドル建

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。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。

　５　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６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。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。

貸出コミットメント

の総額
7,600,000千円

借入実行残高 5,900,000千円

差引額 1,700,000千円

貸出コミットメント

の総額（円建）
9,700,000千円

借入実行残高

（円建）

7,600,000千円

差引額（円建） 2,100,000千円

貸出コミットメント

の総額（ドル建）

2,000千ドル 

借入実行残高

（ドル建）

　─ 

　差引額（ドル建） 2,000千ドル

貸出コミットメント

の総額
7,600,000千円

借入実行残高 6,800,000千円

差引額 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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

給与手当及び雑給 2,583,403千円

賃借料 930,436千円

減価償却費 270,885千円

賞与引当金繰入額 199,000千円

給与手当及び雑給 2,924,485千円

賃借料 1,049,703千円

減価償却費 306,180千円

賞与引当金繰入額 242,479千円

給与手当及び雑給 5,417,496千円

賃借料 1,950,655千円

減価償却費 595,382千円

賞与引当金繰入額 210,000千円

※２　　　　　 ───── ※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。　　　　　　

建物及び構築物 30,322千円

その他 23,236千円

 　計 53,558千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。　　　　　　

その他 881千円

※３　　　　　 ───── ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 54,197千円

その他 4,369千円

 　計 58,567千円

建物及び構築物 41,196千円

その他 5,536千円

　　計 46,732千円

※４　　　　　　────── ※４　減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の減損損失を計上しました。

　

 場所 用途 種類

米国カリフォ

ルニア州サン

フランシスコ

市

 事業用資産
建物及び

その他

 　　当社グループでは、原則として事業用資

産については店舗単位、遊休資産につい

ては個別資産単位でグルーピングを行っ

ております。

　当中間連結会計期間において営業活動

から生ずるキャッシュ・フローが継続し

てマイナスであり、当初予定していた収

益を将来において見込めない店舗が存在

したため、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（17,856千

円）として特別損失に計上しました。そ

の内訳は建物14,638千円、及びその他

3,218千円であります。なお、当社グルー

プの回収可能価額は市場価値に基づいた

正味売却価額により測定しております。

※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループ

は以下の減損損失を計上しました。

　

 場所 用途 種類

東京都

武蔵野市
 事業用資産

建物及び

その他

 　　当社グループでは、原則として事業用資

産については店舗単位、遊休資産につい

ては個別資産単位でグルーピングを行っ

ております。

　当連結会計年度において営業活動から

生ずるキャッシュ・フローが継続してマ

イナスであり、当初予定していた収益を

将来において見込めない店舗が存在した

ため、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（46,591千円）

として特別損失に計上しました。その内

訳は建物36,999千円、及びその他9,592千

円であります。なお、当社グループの回

収可能価額は市場価値に基づいた正味売

却価額により測定しております。

※５　中間連結会計期間に係る法人税、住民税

及び事業税と法人税等調整額は、当連結会

計年度において予想している利益処分によ

る特別償却準備金の取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金額を計算して

おります。

※５　　　　　───── ※５　　　　　　─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 553,192 － － 553,192

合計 553,192 － － 553,192

２．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2006年６月28日

定時株主総会
普通株式 66,383 120 2006年３月31日 2006年６月28日

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,331,920 － － 6,331,920

合計 6,331,920 － － 6,331,920

 自己株式     

　 普通株式 （注） 80 70 － 150

 合計 80 70 － 150

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．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
（千円）

 配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月26日

定時株主総会
普通株式 75,982  利益剰余金 12 2007年３月31日 2007年６月27日

㈱ＷＤＩ（3068）2008 年３月期中間決算短信

－ 27 －



前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31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（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式  (注）１ 553,192 5,778,728 － 6,331,920

合計 553,192 5,778,728 － 6,331,920

 自己株式     

   普通株式  (注）２ － 80 － 80

 合計 － 80 － 80

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加5,778,728株は、2006年11月８日付で株式１株につき10株の株式分

割を実施したことによる4,978,728株と2006年12月22日に行った新株発行による800,000株でありま

す。 

（注）２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

２．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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2006年６月28日

定時株主総会
普通株式 66,383 120 2006年３月31日 2006年６月29日

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

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月26日

定時株主総会
普通株式 75,983  利益剰余金 12 2006年３月31日 2007年６月27日

（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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007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

（2006年９月30日現在） （2007年９月30日現在） （2007年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,512,026千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△287,271千円

現金及び現金同等物 1,224,754千円

現金及び預金勘定 1,805,513千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△287,299千円

現金及び現金同等物 1,518,214千円

現金及び預金勘定 1,996,062千円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金
△287,299千円

現金及び現金同等物 1,708,762千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

その他有形固
定資産

314,052 255,227 58,825

その他無形固
定資産

64,919 52,159 12,760

合計 378,971 307,386 71,585

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

その他有形固
定資産

142,023 116,952 25,070

その他無形固
定資産

32,723 28,565 4,157

合計 174,746 145,517 29,228

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他有形固
定資産

165,778 127,364 38,413

その他無形固
定資産

34,048 26,508 7,540

合計 199,827 153,873 45,953

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 45,521千円

１年超 29,195千円

合計 74,717千円

１年内 25,053千円

１年超 5,666千円

合計 30,720千円

１年内 35,340千円

１年超 12,807千円

合計 48,148千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 71,064千円

減価償却費相当額 65,372千円

支払利息相当額 1,864千円

支払リース料 19,669千円

減価償却費相当額 18,277千円

支払利息相当額 579千円

支払リース料 70,163千円

減価償却費相当額 65,060千円

支払利息相当額 2,290千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 251,029千円

１年超 430,841千円

合計 681,871千円

１年内 387,551千円

１年超 3,014,444千円

合計 3,401,995千円

１年内 378,962千円

１年超 1,616,247千円

合計 1,995,210千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（2006年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 1,834 94,800 92,965

合計 1,834 94,800 92,965

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 10,628

(2）その他有価証券  

非上場株式 28,868

投資事業組合出資金 42,032

合計 81,529

当中間連結会計期間末（2007年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 　　該当事項はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 28,869

投資事業組合出資金 28,961

合計 57,830

前連結会計年度末（2007年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 　　該当事項はありません。

２．当連結会計年度に売却したその他有価証券　（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

69,572 67,737 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 28,868

投資事業組合出資金 36,248

合計 65,116
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）及び前連結会計年度（自　2006年４月１日

　至　2007年３月31日）において、当連結グループはレストラン事業以外に事業の種類がないため、該当事項は

ありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
ミクロネシ
ア（千円）

アジア
（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
6,766,564 1,417,795 769,231 23,650 8,977,241 － 8,977,241

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
18,156 － － － 18,156 △18,156 －

計 6,784,721 1,417,795 769,231 23,650 8,995,398 △18,156 8,977,241

営業費用 6,474,220 1,321,459 668,764 38,616 8,503,060 275,254 8,778,315

営業利益又は

営業損失（△）
310,500 96,335 100,466 △14,966 492,337 △293,411 198,926

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・グアム、サイパン

アジア・・・・・インドネシア

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294,399千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
ミクロネシ
ア（千円）

アジア
（千円）

ヨーロッパ 
（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
7,375,154 1,791,671 875,891 46,595 － 10,089,313 － 10,089,313

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

20,682 － － － － 20,682 △20,682 －

計 7,395,837 1,791,671 875,891 46,595 － 10,109,995 △20,682 10,089,313

営業費用 6,874,855 1,845,541 763,403 44,907 11,332 9,540,041 299,825 9,839,867

営業利益又は

営業損失（△）
520,981 △53,870 112,488 1,687 △11,332 569,954 △320,507 249,446

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・グアム、サイパン

アジア・・・・・インドネシア

ヨーロッパ・・・イギリス

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321,107千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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４. (会計方針の変更)

 当社は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ロ）①に記載のとおり、法人税法

の改正に伴い、当中間連結会計期間より2007年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

 これにより当中間連結会計期間の営業費用は日本が3,452千円増加し、営業利益が同額減少しております。

　

５. (追加情報)

 当社は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ロ）①に記載のとおり、法人税法

の改正に伴い、2007年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより当中間連結

会計期間の営業費用は日本が1,878千円増加し、営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
ミクロネシ
ア（千円）

アジア
（千円）

ヨーロッパ 
（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
14,008,233 3,010,371 1,543,875 57,148 － 18,619,628 － 18,619,628

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

38,146 － － － － 38,146 △38,146 －

計 14,046,379 3,010,371 1,543,875 57,148 － 18,657,775 △38,146 18,619,628

営業費用 13,566,557 2,895,833 1,375,372 79,354 4,234 17,921,532 549,815 18,471,347

営業利益又は

営業損失（△）
479,821 114,537 168,503 △22,386 △4,234 736,242 △587,961 148,281

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・グアム、サイパン

アジア・・・・・インドネシア

ヨーロッパ・・・イギリス 

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587,442千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

 北米 ミクロネシア アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,383,559 769,231 59,143 2,211,934

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 8,977,241

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合
15.4％ 8.6％ 0.7％ 24.6％

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・グアム、サイパン

アジア・・・・・韓国、インドネシア、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自　2007年４月１日　至　2007年９月30日）

 北米 ミクロネシア アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,762,496 875,891 80,371 2,718,759

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 10,089,313

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合
17.5％ 8.7％ 0.8％ 26.9％

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・グアム、サイパン

アジア・・・・・韓国、インドネシア、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

 北米 ミクロネシア アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,942,010 1,543,875 127,936 4,613,822

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 18,619,628

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合
15.8％ 8.3％ 0.7％ 24.8％

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米・・・・・・・米国、ハワイ

ミクロネシア・・・グアム、サイパン

アジア・・・・・・韓国、インドネシア、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額 2,621.14円

１株当たり中間純利益

金額
256.20円

１株当たり純資産額 393.55円

１株当たり中間純利益

金額
15.20円

１株当たり純資産額 384.82円

１株当たり当期純利益

金額
63.24円

　なお、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

存在しないため記載しておりません。

　なお、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

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

　当社は、2006年11月８日付で株式１

株につき10株の株式分割を行なってお

ります。

　（注）　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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 141,729 96,265 363,702

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
141,729 96,265 363,702

期中平均株式数（株） 553,192 6,331,800 5,751,088
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前連結会計年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

　2006年４月１日付の売買契約書及び2006年10

月31日付の変更契約書により、当社の連結子会

社が所有するBubba Gump New York, 

L.L.C. （持分法適用の関連会社）の当社グルー

プ持分をBubba Gump Shrimp Co. 

Restaurants, Inc.に5,000千米ドルにて2006年

11月28日に売却しております。

             ─────  　　　　　　─────

　2006年９月28日開催の当社取締役会決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。

              ─────  　　　　　　─────

　2006年11月８日をもって普通株式１株につき

10株に分割します。

  

(1）分割により増加する株式数

普通株式　4,978,728株

  

(2）分割方法

　2006年11月７日最終の株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を、１株に

につき10株の割合をもって分割します。

  

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報並びに当期首に行なわれたと仮定

した場合の当中間連結会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。

  

当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額
262.11円

１株当たり純資産額
262.96円

１株当たり中間純利
益金額

25.62円

１株当たり当期純利
益金額

83.03円

　なお、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
しないため記載して
おりません。

　なお、潜在株式調
整後１株当たり当期
純利益金額について
は、潜在株式が存在
しないため記載して
おりません。

  

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所よ

り2006年11月20日に上場承認を受けております。

              ─────  　　　　　　─────

　この上場にあたり、2006年11月20日開催の取

締役会において以下の新株式発行を決議してお

ります。

  

（一般募集による新株式発行）

(1）発行株式の種類及び数

普通株式　800,000株

  

(2）発行スケジュール

申込期間

2006年12月14日から

2006年12月19日まで

払込期日

2006年12月21日

  

(3）配当起算日

2006年10月１日

  

(4）資金使途

当社及び当社子会社の新規出店の為の設

備投資
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
（2006年９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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 ※２  979,462   1,232,774   1,274,777  

２．売掛金   162,089   185,466   188,884  

３．たな卸資産   269,735   273,688   234,666  

４. １年以内回収予定関係
会社長期貸付金

  259,222   317,348   278,521  

５．預け金   490,312   534,272   523,926  

６．繰延税金資産   135,189   143,380   117,646  

７．その他   189,823   182,444   180,470  

流動資産合計   2,485,834 29.4  2,869,374 32.7  2,798,893 32.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(１）建物 ※1,２  1,930,096   1,986,062   1,956,197  

(２）土地 ※２  259,421   259,421   259,421  

(３）建設仮勘定   121,114   34,881   －  

(４）その他 ※1,２  250,503   312,229   292,077  

 有形固定資産合計   2,561,135 30.3  2,592,595 29.5  2,507,695 28.9

２．無形固定資産   152,336 1.8  128,774 1.5  138,403 1.6

　 無形固定資産合計   152,336 1.8  128,774 1.5  138,403 1.6

３．投資その他の資産           

(１）関係会社株式   509,453   525,782   525,782  

(２）出資金   343,146   350,751   348,654  

(３）関係会社長期貸付金   564,761   477,530   511,054  

(４）敷金保証金 ※２  1,527,111   1,556,688   1,579,705  

(５）繰延税金資産   －   34,703   19,670  

(６）その他 ※３  307,604   244,509   249,294  

投資その他の資産合計   3,252,076 38.5  3,189,965 36.3  3,234,160 37.3

固定資産合計   5,965,547 70.6  5,911,335 67.3  5,880,259 67.8

資産合計   8,451,382 100.0  8,780,710 100.0  8,679,153 100.0
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前中間会計期間末
（2006年９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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   335,342   343,940   366,064  

２．短期借入金 ※２  100,000   －   －  

３．１年以内返済予定長
期借入金

※２  1,913,400   1,885,100   1,779,400  

４．未払金   751,593   467,660   558,479  

５．未払法人税等   20,210   128,224   －  

６．賞与引当金   199,000   242,479   210,000  

７．販売促進引当金   16,000   14,500   14,150  

８．その他 ※４  494,366   517,316   409,403  

流動負債合計   3,829,913 45.3  3,599,221 41.0  3,337,497 38.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  3,073,000   3,015,400   3,144,800  

２．繰延税金負債   45,589   －   －  

３．その他   283,461   256,568   271,471  

固定負債合計   3,402,050 40.3  3,271,968 37.3  3,416,271 39.4

負債合計   7,231,963 85.6  6,871,190 78.3  6,753,768 77.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   195,158 2.3  585,558 6.7  585,558 6.8

２．資本剰余金           

資本準備金   198,255   588,655   588,655  

資本剰余金合計   198,255 2.3  588,655 6.7  588,655 6.8

３．利益剰余金           

(１）利益準備金  12,418   12,418   12,418   

(２）その他利益剰余金           

特別償却準備金  5,518   1,379   2,759   

別途積立金  690,000   590,000   690,000   

繰越利益剰余金  59,540   131,740   45,463   

利益剰余金合計   767,477 9.1  735,538 8.3  750,641 8.6

４．自己株式   －   △114 △0.0  △67 △0.0

株主資本合計   1,160,891 13.7  1,909,637 21.7  1,924,787 22.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金

  58,527   △117   596  

    評価・換算差額等合計   58,527 0.7  △117 △0.0  596 0.0

純資産合計   1,219,418 14.4  1,909,519 21.7  1,925,384 22.2

負債純資産合計   8,451,382 100.0  8,780,710 100.0  8,679,153 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　2006年４月１日
至　2007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   6,784,721 100.0  7,395,837 100.0  14,046,379 100.0

Ⅱ　売上原価   1,665,157 24.5  1,859,032 25.1  2,493,084 24.9

売上総利益   5,119,563 75.5  5,536,804 74.9  10,553,294 75.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  5,074,473 74.8  5,302,328 71.7  10,614,846 75.6

営業利益又は営
業損失(△)

  45,090 0.7  234,475 3.2  △61,551 △0.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  97,892 1.4  79,684 1.1  407,576 2.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  61,947 0.9  79,643 1.1  162,805 1.1

経常利益   81,035 1.2  234,516 3.2  183,219 1.3

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  5,594 0.0  68,420 0.5

Ⅶ　特別損失
※４
※７

 1,405 0.0  84,573 1.1  116,381 0.8

税引前中間（当期）
純利益

  79,629 1.2  155,537 2.1  135,257 1.0

法人税、住民税
及び事業税

 6,421   134,936   90,854   

法人税等調整額 ※６ 36,839 43,260 0.6 △40,277 94,659 1.3 24,870 115,724 0.9

中間（当期）純利益   36,369 0.6  60,878 0.8  19,533 0.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

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
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

2006年３月31日残高
（千円）

195,158 198,255 198,255 12,418 8,277 590,000 216,113 826,809 1,220,222

中間会計期間中の変動
額

         

利益処分による剰余
金の配当（注）

－ － － － － － △66,383 △66,383 △66,383

利益処分による役員
賞与（注）

－ － － － － － △29,318 △29,318 △29,318

利益処分による別途
積立金の積立（注）

－ － － － － 100,000 △100,000 － －

利益処分よる特別償
却準備金取崩（注）

－ － － － △2,759 － 2,759 － －

中間純利益 － － － － － － 36,369 36,369 36,369

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）

－ － － － △2,759 100,000 △156,572 △59,331 △59,331

2006年９月30日残高
（千円）

195,158 198,255 198,255 12,418 5,518 690,000 59,540 767,477 1,160,891

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

2006年３月31日残高
（千円）

123,844 123,844 1,344,066

中間会計期間中の変動
額

   

利益処分による剰余
金の配当（注）

－ － △66,383

利益処分による役員
賞与（注）

－ － △29,318

利益処分による別途
積立金の積立（注）

－ － －

利益処分よる特別償
却準備金取崩（注）

－ － －

中間純利益 － － 36,369

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

△65,316 △65,316 △65,316

中間会計期間中の変動
額合計
（千円） 

△65,316 △65,316 △124,648

2006年９月30日残高
（千円）

58,527 58,527 1,219,418

（注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　2007年４月１日　至　2007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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

2007年３月31日残高
（千円）

585,558 588,655 588,655 12,418 2,759 690,000 45,463 750,641 △67 1,924,787

中間会計期間中の変動
額

          

剰余金の配当 － － － － － － △75,982 △75,982 － △75,982

役員賞与 － － － － － － － － － －

別途積立金の積立 － － － － － △100,000 100,000 － － －

特別償却準備金取崩 － － － － △1,379 － 1,379 － － －

中間純利益 － － － － － － 60,878 60,878 － 60,878

自己株式の取得 － － － － － － － － △46 △46

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）

－ － － － △1,379 △100,000 86,276 △15,103 △46 △15,150

2007年９月30日残高
（千円）

585,558 588,655 588,655 12,418 1,379 590,000 131,740 735,538 △114 1,909,637

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

2007年３月31日残高
（千円）

596 596 1,925,384

中間会計期間中の変動
額

   

剰余金の配当 － － △75,982

役員賞与 － － －

別途積立金の積立 － － －

特別償却準備金取崩 － － －

中間純利益 － － 60,878

自己株式の取得 － － △46

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額）

△714 △714 △714

中間会計期間中の変動
額合計
（千円）

△714 △714 △15,864

2007年９月30日残高
（千円）

△117 △117 1,909,519
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

2006年３月31日残高
（千円）

195,158 198,255 198,255 12,418 8,277 590,000 216,113 826,809 － 1,220,222

事業年度中の変動額           

  新株の発行 390,400 390,400 390,400 － － － － － － 780,800

利益処分による剰余
金の配当（注）

－ － － － － － △66,383 △66,383 － △66,383

利益処分による役員
賞与（注）

－ － － － － － △29,318 △29,318 － △29,318

利益処分による別途
積立金の積立（注）

－ － － － － 100,000 △100,000 － － －

利益処分による別特
別償却準備金取崩
（注） 

－ － － － △2,759 － 2,759 － － －

特別償却準備金取崩 － － － － △2,759 － 2,759 － － －

当期純利益 － － － － － － 19,533 19,533 － 19,533

自己株式の取得 － － － － － － － － △67 △67

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合
計（千円）

390,400 390,400 390,400 － △5,518 100,000 △170,649 △76,167 △67 704,565

2007年３月31日残高
（千円）

585,558 588,655 588,655 12,418 2,759 690,000 45,463 750,641 △67 1,924,787

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

評価・換算差額等合計

2006年３月31日残高
（千円）

123,844 123,844 1,344,066

事業年度中の変動額    

  新株の発行 － － 780,800

利益処分による剰余
金の配当（注）

－ － △66,383

利益処分による役員
賞与（注）

－ － △29,318

利益処分による別途
積立金の積立（注）

－ － －

利益処分による別特
別償却準備金取崩
（注） 

－ － －

特別償却準備金取崩 － － －

当期純利益 － － 19,533

自己株式の取得 － － △67

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

△123,247 △123,247 △123,247

事業年度中の変動額合
計（千円）

△123,247 △123,247 581,317

2007年３月31日残高
（千円）

596 596 1,925,384

（注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007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子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

　　　　　同左

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基づ

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り算定）を

採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　同左

②その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時

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

移動平均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

　なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

時価のないもの

　　　　　同左

 

 

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法によっております。

(2）デリバティブ

　　　　　　同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

商品

　　　　　同左

(3）たな卸資産

商品

同左

原材料

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

原材料

　　　　　同左

原材料

同左

貯蔵品　　　　　

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

貯蔵品

　　　　　同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（但し1998年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

建物　　　　　　　 10～65年

工具、器具及び備品 ５～８年

(1）有形固定資産

　定率法（但し1998年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　 10～65年

工具、器具及び備品 ５～８年

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、2007年４月

１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益はそれぞれ

3,452千円減少しております。

(追加情報)

　当社は、法人税法の改正に伴い、

2007年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益はそれ

ぞれ1,878千円減少しております。

(1）有形固定資産

　定率法（但し1998年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　 10～65年

工具、器具及び備品 ５～８年

(2）無形固定資産

　のれんについては、５年間で均

等償却しております。

 

 

 

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　のれんについては、５年間で均

等償却しております。

 　

 

 

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　のれんについては、５年間で均

等償却しております。

　なお、当事業年度より、「営業

権」を「のれん」としております。

　ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当中間

会計期間負担分を計上しておりま

す。

(1）賞与引当金

　　　　　　同左

(1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当事業

年度負担分を計上しております。

(2）販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客へ付与

したポイントの利用に備えるため、

当中間会計期間末において将来利

用されると見込まれる額を計上し

ております。

(2）販売促進引当金

　　　　　　同左

(2）販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客へ付与

したポイントの利用に備えるため、

当事業年度末において将来利用さ

れると見込まれる額を計上してお

ります。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

　　　　　　同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左

(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・・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収

支改善のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　　同左

(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、特例処

理の要件を満たしていることから、

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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務表（財務

諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

同左

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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

（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

1,219,418千円であります。

　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。

  　　　      　─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「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

1,925,384千円であります。

　なお、当事業年度における中間貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（2006年９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

前事業年度
（2007年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,484,197千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,813,494千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,650,860千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供されている資産は次のとおりで

あります。

定期預金 35,223千円

建物 212,892千円

土地 234,050千円

敷金保証金 505,958千円

計 988,124千円

建物 200,929千円

土地 234,050千円

敷金保証金 497,424千円

計 932,403千円

定期預金 35,251千円

建物 206,549千円

土地 234,050千円

敷金保証金 426,651千円

計 902,503千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
1,913,400千円

長期借入金 3,073,000千円

計 5,086,400千円

１年以内返済予定

長期借入金
1,885,100千円

長期借入金 3,015,400千円

計 4,900,500千円

１年以内返済予定

長期借入金
1,779,400千円

長期借入金 3,144,800千円

計 4,924,200千円

※３　投資有価証券には、有価証券消費貸借契

約に基づく貸付投資有価証券94,800千円が

含まれております。

※３　　　　　　───── ※３　　　　　　─────

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債のその他に含めて表示して

おります。

※４　消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

※４　消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

  ５　偶発債務

債務保証

      次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し債務保証を行っております。

  ５　偶発債務

債務保証

      次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し債務保証を行っております。

  ５　偶発債務

債務保証

　　　次の関係会社について、金融機関からの

借入に対し債務保証を行っております。

WDI International, 

Inc.
82,530千円

WDI International, 

Inc.
146,403千円

WDI International, 

Inc.
197,918千円

  ６　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６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。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。

  ６　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７行と円建貸出コ

ミットメント契約を取引銀行１行とドル建

貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。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。

  ６　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６行と貸出コミット

メント契約を締結しております。契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

貸出コミットメント

の総額
7,600,000千円

借入実行残高 5,900,000千円

差引額 1,700,000千円

貸出コミットメント

の総額(円建）
9,700,000千円

借入実行残高(円建)  7,600,000千円

差引額(円建) 2,100,000千円

貸出コミットメント

の総額(ドル建)
2,000千ドル

借入実行残高 　 　

(ドル建)

－

差引額(ドル建) 2,000千ドル

貸出コミットメント

の総額
7,600,000千円

借入実行残高 6,800,000千円

差引額 800,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 13,580千円

為替差益 6,676千円

受取広告協賛金 32,900千円

出資金評価益 26,383千円

受取利息 19,119千円

受取広告協賛金 37,404千円

出資金評価益 18,665千円

受取利息 33,818千円

為替差益 8,108千円

受取広告協賛金 70,305千円

出資金評価益 38,230千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 38,560千円 支払利息 48,143千円

為替差損 24,977千円

支払利息 85,143千円

※３　　　　　 ───── ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

固定資産売却益 5,594千円 投資有価証券売却益 67,737千円

※４　　　　　 ───── ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 57,795千円

店舗閉鎖損 26,777千円

固定資産除却損 36,369千円

店舗閉鎖損 23,420千円

減損損失 46,591千円

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 164,353千円

無形固定資産 15,817千円

有形固定資産 186,490千円

無形固定資産 11,788千円

有形固定資産 374,483千円

無形固定資産 30,051千円

※６　その他

　当中間会計期間に係る法人税、住民税

及び事業税と法人税等調整額は当事業年

度において予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計算してお

ります。

※６　　　　　───── ※６　　　　　 ─────

※７　　　　　─────

 

※７　　　　　─────

 

  ※７ 減損損失　

  当事業年度において、当社は以下の

減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 

 東京都

 武蔵野市
 事業用資産

建物及び工具、

器具及び備品

　当社では、原則として事業用資産に

ついては店舗単位、遊休資産について

は個別資産単位でグルーピングを行っ

ております。

　当事業年度において営業活動から生

ずるキャッシュ・フローが継続してマ

イナスであり、当初予定していた収益

を将来において見込めない店舗が存在

したため、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

（46,591千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は建物36,999千円、

及び工具、器具及び備品9,592千円で

あります。なお、当社の回収可能価額

は市場価値に基づいた正味売却価額に

より測定しております。 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　前中間会計期間（自　2006年４月１日　至　2006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

(株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式　 － － － －

 　　　　合計 － － － －

 　当中間会計期間（自　2007年４月１日　至　2007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

(株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式　（注） 80 70 － 150

 　　　　合計 80 70 － 150

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　前事業年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31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

（株）

 当事業年度増加株数

（株）

 当事業年度減少株数

（株）

 当事業年度末株式数

（株）

 普通株式（注） － 80 － 80

 　　　　合計 － 80 － 80

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運搬具、
工具、器具及
び備品

314,052 255,227 58,825

ソフトウェア 64,919 52,159 12,760

合計 378,971 307,386 71,585

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運搬具、
工具、器具及
び備品

142,023 116,952 25,070

ソフトウェア 32,723 28,565 4,157

合計 174,746 145,517 29,228

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具、
工具、器具及
び備品

165,778 127,364 38,413

ソフトウェア 34,048 26,508 7,540

合計 199,827 153,873 45,953

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 45,521千円

１年超 29,195千円

合計 74,717千円

１年内 25,053千円

１年超 5,666千円

合計 30,720千円

１年内 35,340千円

１年超 12,807千円

合計 48,148千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 71,064千円

減価償却費相当額 65,372千円

支払利息相当額 1,864千円

支払リース料 19,669千円

減価償却費相当額 18,277千円

支払利息相当額 579千円

支払リース料 70,163千円

減価償却費相当額 65,060千円

支払利息相当額 2,290千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　2006年４月１日　至　2006年９月30日）、当中間会計期間（自　2007年４月１日　至　

2007年９月30日）及び前事業年度（自　2006年４月１日　至　2007年３月31日）のいずれにおいても子会社株式

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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額 2,204.33円

１株当たり中間純利益

金額
65.74円

１株当たり純資産額 301.58円

１株当たり中間純利益

金額
9.61円

１株当たり純資産額 304.08円

１株当たり当期純利益

金額
3.40円

　なお、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

存在しないため記載しておりません。

　なお、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

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　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　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 36,369 60,878 19,533

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
36,369 60,878 19,533

期中平均株式数（株） 553,192 6,331,800 5,751,088
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

　2006年９月28日開催の当社取締役会決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行

しております。

　2006年11月８日をもって普通株式１株につき

10株に分割します。

 　　　　　　　─────  　　　　　　　─────

(1）分割により増加する株式数

普通株式　4,978,728株

  

(2）分割方法

　2006年11月７日最終の株主名簿に記載又は

記録された株主の所有株式数を、１株ににつ

き10株の割合をもって分割します。

  

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

並びに当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

  

当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額
220.43円

１株当たり純資産額
237.66円

１株当たり中間純利
益金額

6.57円

１株当たり当期純利
益金額

31.35円

　なお、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
しないため記載して
おりません。

　なお、潜在株式調
整後１株当たり当期
純利益金額について
は、潜在株式が存在
しないため記載して
おりません。

  

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所よ

り2006年11月20日に上場承認を受けております。

  

　この上場にあたり、2006年11月20日開催の取

締役会において以下の新株式発行を決議してお

ります。

  

（一般募集による新株式発行）

(1）発行株式の種類及び数

普通株式　800,000株

  

(2）発行スケジュール

申込期間

2006年12月14日から

2006年12月19日まで

払込期日

2006年12月21日

  

(3）配当起算日

2006年10月１日

  

(4）資金使途

当社及び当社子会社の新規出店の為の設

備投資
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６．その他
 (1)生産実績

    当社グループは、生産を行っていないため、該当事項はありません。

 

 (2)受注状況

 当社グループは、店舗においてお客様からの商品の注文をいただき、その場で調理して直接お客様に提供してお

りますので、受注実績については記載すべき事項はありません。

 

 (3)販売実績

 当社グループは、一つのセグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

 事業部別の販売実績を示すと、以下のとおりであります。

 

事業部

当中間連結会計期間
（自　2007年４月１日

　　　 至　2007年９月30日）
前年
同期比

(%)
売上高(千円) 構成比(%)

カプリチョーザ事業部 3,551,402 35.2 6.3

トニーローマ事業部 2,160,442 21.4 25.2

ハードロックカフェ事業部 1,585,151 15.7 0.8

ババ・ガンプ・シュリンプ事業部 485,644 4.8 35.3

センチュリーコート事業部 277,333 2.8 △9.8

その他事業部 2,029,341 20.1 21.3

合計 10,089,313 100.0 12.4

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２．海外子会社においては、当中間連結会計期間（自2007年１月１日　至2007年６月30日）としております。
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