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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(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 ％

19年９月中間期 51,142 8.9 1,526 127.0 1,627 118.3 1,516 －

18年９月中間期 46,938 21.4 672 △31.6 745 △25.1 △134 －

19年３月期 98,411 － 4,044 － 4,111 － 1,601 －

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

19年９月中間期 36 52 36 20

18年９月中間期 △3 25 － －

19年３月期 38 63 38 28

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －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

19年９月中間期 62,180 21,760 34.8 520 76

18年９月中間期 60,433 18,848 30.9 450 79

19年３月期 62,990 20,318 32.1 488 28

（参考）自己資本 19年９月中間期 21,638百万円 18年９月中間期 18,688百万円 19年３月期 20,260百万円

(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

19年９月中間期 4,217 △1,939 △2,613 7,211

18年９月中間期 2,948 △5,874 △846 6,464

19年３月期 9,340 △9,059 △2,988 7,529

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

19年３月期 5 00 5 00 10 00

20年３月期 5 00 －

20年３月期（予想） － 5 00 10 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20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 105,100 6.7 5,060 25.1 5,160 25.5 3,630 126.6 87 36
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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）　有

新規　　　　－社　　　　除外　　　1社（社名グリーンインダストリー㈱）
（注）詳細は、5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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、24ページ「表示方法の変更」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） 19年９月中間期 41,564,780株 18年９月中間期 41,491,780株 19年３月期 41,502,780株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 13,079株 18年９月中間期 35,999株 19年３月期 10,287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、40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．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(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 ％

19年９月中間期 20,372 8.1 1,183 141.1 1,113 133.6 901 397.6

18年９月中間期 18,830 △37.6 490 △54.6 476 △58.5 181 △12.2

19年３月期 38,595 － 1,017 － 947 － 362 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 21 71

18年９月中間期 4 37

19年３月期 8 73

(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

19年９月中間期 55,818 20,053 35.8 481 16

18年９月中間期 54,874 19,260 35.1 464 53

19年３月期 57,347 19,284 33.5 464 03

（参考）自己資本 19年９月中間期 19,993百万円 18年９月中間期 19,257百万円 19年３月期 19,253百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20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 40,300 4.4 1,400 37.6 1,280 35.0 770 112.5 18 53

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の経営成績 

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油等資源価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した

金融市場の混乱はあるものの、好調な企業収益や設備投資の増大により、ゆるやかな景気拡大が続いております。し

かしながら増税等の影響もあり個人消費の伸び悩み、雇用環境の改善からアルバイト時給の上昇等厳しい経営環境が

続いております。

　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まいりました。

（外食事業）

　当中間期においては既存店の営業レベルの改善に注力しました。また新規出店を11店、業態転換出店を７店に止め、

９店の撤退を行い業態ポートフォリオの見直しを行いました。この結果国内グループ既存店売上高前期比は96.6％と

前年同期比2.3ポイントの改善となりました。農業を含めた外食事業の売上高は45,655百万円（前年同期比105.7％）

となりました。

（介護事業）

　当中間期においては７棟の新規施設を開設し、合計28棟の施設を運営しております。サービス向上とマネジメント

の強化から「ワタミの介護」ブランドの構築に取り組んでまいりました。既存施設の入居率は94.6％と高水準を維持

しております。介護事業の売上高は4,799百万円（前年同期比156.7％）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・介護事業所における環境負荷を低減させる仕組みの構築に取り組んでまいりまし

た。環境事業を含むその他の事業の売上高は687百万円（前年同期比100.8％）となりました。

 

　この結果、当中間連結会計期間では売上高51,142百万円（前年同期比108.9％）経常利益1,627百万円（前年同期比

218.3％）と前年を上回り、消費税免除益等の特別利益611百万円、業態転換や撤退等による固定資産除却損、不振店

の減損損失等特別損失359百万円を計上し、連結中間純利益は1,516百万円（前年同期は134百万円の中間純損失）とな

りました。

②通期の業績見通し

  主力の外食事業におきましては原材料費の値上がり、人件費の上昇等厳しい経営環境が続く見通しです。このよう

な状況の中、上期に引き続き新規出店を抑制し、既存店の営業レベルの改善に注力いたします。また「和民」、「坐・

和民」、「わたみん家」以外の業態につきましては、業態の整理・統合を行い、経営資源の集中を図ります。

　介護事業におきましては、90％を超える既存施設の入居率を維持するとともに、新規施設の開設を４棟計画してお

ります。

　こういった状況から通期の連結業績見通しは、連結売上高105,100百万円、経常利益5,160百万円、当期純利益3,630

百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は7,211百万円となり、前中間連結会計

年度末に比べ746百万円増加いたしました。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）

　営業活動の結果得られた資金は、4,217百万円（前年同期比1,268百万円増）となりました。収入の主な内訳は税金

等調整前中間当期純利益が1,879百万円、減価償却費が2,078百万円、入居保証金増加額が1,212百万円であり、支出の

主な内訳は法人税等の支払額が1,202百万円、利息の支払額が191百万円であります。

（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1,939百万円（前年同期比3,935百万円減）となりました。主な内訳は有形固定資産

の取得による支出が1,128百万円、保証金の差入による支出が980百万円であります。

（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2,613百万円（前年同期比1,766百万円増）となりました。収入の主な内訳は、短期

借入れによる収入が6,800百万円であり、支出の主な内訳は短期借入金の返済による支出が6,810百万円、社債の償還

による支出が1,500百万円、長期借入金の返済による支出が903百万円であります。
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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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率(％) 30.9 31.2 30.9 32.1 34.8

時価ベースの自己資本比率(％) 115.4 123.8 119.9 110.2 118.8

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(年)
9.9 5.1 4.7 2.8 2.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍)
7.9 14.4 15.0 23.8 22.0

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倍にしております。）

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

※　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。

※　株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数により計算しております。

※　キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※　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有利子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

　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、外食店舗や介護施設

及び新規事業展開など将来への投資に充当させて頂きます。

(4）事業等のリスク

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。

なお、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.watami.co.jp/ir/library.html

　　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

     http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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２．企業集団の状況
 当社の企業集団は、平成19年９月末において、当社及び連結子会社16社で構成され、主に首都圏において外食、農業、

介護、環境及び教育事業等を展開しております。当グループの事業にかかわる位置付けは次の通りであります。

 平成19年９月30日現在

区分 会社名 事業内容

不動産事業 ワタミ㈱ 店舗・介護施設・事務所の賃貸

教育事業 医療介護教育事業の展開

外食事業

食材の製造・卸、惣菜店「わたみキッチン」の経営

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 中国における飲食店（居食屋「和民 Hong Kong」、

和民餐飲（深圳）有限公司 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

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
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 （注）グリーンインダストリー㈱は、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、当期首より持分法の適用から除外

しております。
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３．経営方針
　平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。　

なお、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.watami.co.jp/ir/library.html

 　 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 http://www.tse.or.jp/listimg/compsearch/index.html
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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
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,464 7,211 7,529

２．受取手形及び売掛
金

1,553 1,812 1,657

３．棚卸資産 792 1,015 967

４．その他 2,444 2,366 3,277

５．貸倒引当金 △1 △3 △3

流動資産合計 11,254 18.6 12,401 20.0 13,429 21.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物及び構築物 22,551   20,860   22,133   

（2）その他 1,543 24,095 39.9 1,555 22,416 36.1 1,522 23,656 37.6

２．無形固定資産   

（1）のれん 8,105  8,012  7,998  

（2）その他 480 8,586 14.2 638 8,651 13.9 503 8,502 13.5

３．投資その他の資産

（1）差入保証金 ※２ 14,047  15,368  14,704  

（2）その他  ※１ 2,550  3,364  2,762  

貸倒引当金 △100 16,497 27.3 △22 18,710 30.0 △64 17,402 27.6

固定資産合計 49,179 81.4 49,778 80.0 49,561 78.7

Ⅲ　繰延資産 0 0.0 0 0.0 0 0.0

資産合計 60,433 100.0 62,180 100.0 62,990 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額(百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

2,817 2,927 2,882

２.一年内償還予定社債 1,500 － 1,500

３．短期借入金  ※２ 4,817 9,365 3,849

４. 賞与引当金 26 18 25

５．販売促進引当金 － 257 －

６．株主優待引当金 109 － 161

７．未払法人税等 390 947 1,683

８．その他 7,078 7,680 7,845

流動負債合計 16,741 27.7 21,196 34.1 17,948 28.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 21,797 14,558 20,982

２．その他 3,045 4,665 3,742

固定負債合計 24,843 41.1 19,223 30.9 24,724 39.2

負債合計 41,584 68.8 40,419 65.0 42,672 67.7

 (純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１.資本金  4,334 7.2 4,364 7.0 4,338 6.9

２.資本剰余金  4,926 8.1 4,956 8.0 4,930 7.8

３.利益剰余金  9,399 15.6 12,221 19.6 10,913 17.3

４.自己株式  △45 △0.1 △18 △0.0 △13 △0.0

株主資本合計  18,615 30.8 21,523 34.6 20,169 32.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１.その他有価証券
　　評価差額金

 20 0.0 16 0.0 18 0.0

２.為替換算調整勘定  52 0.1 98 0.2 73 0.1

評価・換算差額等合計  73 0.1 114 0.2 91 0.1

Ⅲ　新株予約権  2 0.0 60 0.1 30 0.1

Ⅳ　少数株主持分  157 0.3 62 0.1 27 0.1

純資産合計  18,848 31.2 21,760 35.0 20,318 32.3

負債純資産合計  60,433 100.0 62,180 100.0 62,990 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 46,938 100.0 51,142 100.0 98,411 100.0

Ⅱ　売上原価 15,529 33.1 17,769 34.7 32,608 33.1

売上総利益 31,409 66.9 33,372 65.3 65,802 66.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 ※1

１．広告宣伝費 634 － 1,135

２．貸倒引当金繰入額 16 － 20

３. 役員報酬 134 － 267

４．給与手当 12,756 － 26,199

５．賞与引当金繰入額 18 － 18

６．福利厚生費 706 － 1,434

７．消耗品費 1,159 － 2,120

８．衛生費 544 － 1,077

９．賃借料 6,872 － 13,998

10．減価償却費 1,841 － 3,719

11．水道光熱費 2,116 － 4,256

12.のれん償却額 220 － 441

13．その他 3,714 30,737 65.5 － 31,846 62.3 7,067 61,758 62.8

営業利益 672 1.4 1,526 3.0 4,044 4.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 30 39 61

２．店舗備品協賛金 138 21 192

３．設備賃貸収入  32 35 64

４．寄付金収入  － 39 －

５．雑収入 137 339 0.7 244 380 0.7 249 567 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 200 198 389

２．設備賃貸費用  38 53 80

３．雑損失 27 266 0.5 26 278 0.5 29 500 0.5

経常利益 745 1.6 1,627 3.2 4,111 4.2

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券
売却益

1 － 5

２．補償金収入 ※2 － － 137

３．リゾート会員権
売却益

－ － 14

４．消費税免除益  ※3 － 568 －

５．過年度損益修正益 14 － 14

６．貸倒引当金戻入益 － 16 0.0 42 611 1.2 － 172 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※4 437 176 474

２．固定資産売却損  － － 0

３．リース契約解約損 ※5 24 25 33

４．設備賃貸借契約解
約損

6 15 12

５．減損損失 ※6 76 142 200

６．子会社株式評価損 8 554 1.2 － 359 0.7 8 729 0.7

税金等調整前中間
(当期)純利益

207 0.4 1,879 3.7 3,553 3.6
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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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

法人税、住民税及
び事業税

290 1,027 2,174

過年度法人税等
戻入額 

 ※7 － △455 －

法人税等調整額 △10 279 0.6 △240 331 0.7 △245 1,928 2.0

少数株主利益 62 0.1 31 0.0 23 0.0

中間（当期）純利
益(△損失）

△134 △0.3 1,516 3.0 1,601 1.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（自平成18年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　　　
（百万円）

4,334 4,926 9,752 △73 18,940

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当　(注）   △207  △207

中間純損失   △134  △134

自己株式の取得    △3 △3

自己株式の処分  △0 △11 31 20

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　　　　　　　　 （百万円)

      ― 　 △0 △353 28 △325

平成18年9月30日　残高　 　　
　

（百万円）
4,334 4,926 9,399 △45 18,615

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　　　　
　　

（百万円）
25 42 67 ―  417 19,426

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当　(注）      △207

中間純損失      △134

自己株式の取得      △3

自己株式の処分      20

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 10 5 2 △259 △251

中間連結会計期間中の変動額合
計　               （百万円)

△4 10 5 2 △259 △577

平成18年9月30日　残高
（百万円）

20 52 73 2 157 18,848

 (注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。
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　当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19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19年3月31日　残高　　　
（百万円）

4,338 4,930 10,913 △13 20,169

中間連結会計期間中の変動額      

  新株の発行 25 25   51

剰余金の配当   △207  △207

中間純利益   1,516  1,516

自己株式の取得    △5 △5

持分法適用会社の減少による
利益剰余金減少高 

  △0  △0

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　　　　　　　　 （百万円)

25 25 1,308 △5 1,354

平成19年9月30日　残高　 　　
　

（百万円）
4,364 4,956 12,221 △18 21,523

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19年3月31日　残高　　　　
　　

（百万円）
18 73 91 30 27 20,318

中間連結会計期間中の変動額       

  新株の発行      51

剰余金の配当　      △207

中間純利益      1,516

自己株式の取得      △5

持分法適用会社の減少による
利益剰余金減少高  

     △0

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）

△1 25 23 29 34 86

中間連結会計期間中の変動額合
計　               （百万円)

△1 25 23 29 34 1,442

平成19年9月30日　残高
（百万円）

16 98 114 60 62 21,760
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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日　至平成19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

平成18年3月31日　残高　　　
（百万円）

4,334 4,926 9,752 △73 18,940

連結会計年度中の変動額      

  新株の発行 3 3   7

剰余金の配当　   △414  △414

当期純利益   1,601  1,601

自己株式の取得    △7 △7

自己株式の処分  △0 △26 67 41

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計
　　　　　　　　　 （百万円)

3 3 1,160 60 1,228

平成19年3月31日　残高　 　　
　

（百万円）
4,338 4,930 10,913 △13 20,169

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　　　　
　　

（百万円）
25 42 67 － 417 19,426

連結会計年度中の変動額       

  新株の発行      7

剰余金の配当　      △414

当期純利益      1,601

自己株式の取得      △7

自己株式の処分      41

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

△7 30 23 30 △390 △336

連結会計年度中の変動額合計
　               　（百万円)

△7 30 23 30 △390 892

平成19年3月31日　残高
（百万円）

18 73 91 30 27 20,318
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

207 1,879 3,553

減価償却費 2,025 2,078 4,310

固定資産除却損 437 176 474

減損損失 76 142 200

リース契約解約損 24 25 33

のれん償却額 220 253 441

販売促進引当金の増
加額

－ 95 －

株主優待引当金の増
減額（減少：△）

△11 － 40

受取利息及び受取配
当金

△31 △39 △62

支払利息 200 198 389

売上債権の増加額 △202 △152 △307

棚卸資産の増加額 △271 △48 △444

前払費用の増加額 △154 － －

未収入金の増減額
（増加：△）

△317 － －

仕入債務の増減額
（減少：△）

△15 39 46

未払金の増加額 434 17 253

未払費用の増減額
（減少：△）

262 △19 513

入居保証金の増加額 － 1,212 481

その他 1,055 △258 1,343

小計 3,939 5,600 11,266

利息及び配当金の受
取額

5 10 15

利息の支払額 △195 △191 △391

法人税等の支払額 △800 △1,202 △1,550

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,948 4,217 9,340
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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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得
による支出

△4,971 △1,128 △6,843

保証金の差入による
支出

△977 △980 △1,877

保証金の回収による
収入

65 105 136

貸付による支出 △0 △2 △151

貸付金の回収による
収入

18 153 25

その他 △8 △86 △348

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,874 △1,939 △9,059

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 6,800 3,016

短期借入金の返済に
よる支出

△1 △6,810 △3,000

長期借入れによる収入 77 － 191

長期借入金の返済に
よる支出

△1,382 △903 △2,303

社債の償還による支
出

－ △1,500 －

株式の発行による収
入

－ 51 7

自己株式の取得によ
る支出

△3 － －

配当金の支払額 △207 △208 △412

少数株主からの株式
取得による支出

△295 － △371

その他 △43 △42 △116

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△846 △2,613 △2,988

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△6 16 6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△3,778 △317 △2,700

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

10,243 7,529 10,243

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び
現金同等物の減少額

－ － △14

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

6,464 7,211 7,529
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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主要な連結子会社名

ワタミフードサービス㈱

㈱渡美商事

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

和民（中國）有限公司

㈱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㈱

ワタミの介護㈱

　（旧社名　アールの介護㈱）

 前連結会計年度において連結子会

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　16社

②主要な連結子会社の名称

ワタミフードサービス㈱

ワタミダイレクトフランチャイズシ

ステムズ㈱

㈱ティージーアイ・フライデーズ・

ジャパン

和民（中國）有限公司

㈱渡美商事

㈱ワタミファーム

ワタミの介護㈱

ワタミエコロジー㈱

 

(1)連結子会社の数及び名称

①連結子会社数　16社

②主要な連結子会社の名称

ワタミフードサービス㈱

ワタミダイレクトフランチャイズ

システムズ㈱

㈱ティージーアイ・フライデーズ・

ジャパン

和民（中國）有限公司

㈱渡美商事

㈱ワタミファーム

ワタミの介護㈱

　　（旧社名　㈱アールの介護）

ワタミエコロジー㈱

前連結会計年度において連結子会

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。

また、㈱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。

なお、グリーンインダストリー㈱

は、平成19年2月28日付で持分比率

が減少したため、連結の範囲から

除いておりますが、損益について

は当連結会計年度の業績に含めて

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

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

解散し、清算手続中であります。

 ─────── (2)非連結子会社

前連結会計年度において非連結子

会社であった㈱アールズリレーショ

ンは、平成18年8月31日をもって解

散し、平成18年11月30日を清算結

了日としております。

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。

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

解散し、清算手続中であります。

関連会社（グリーンインダストリー

㈱）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。

 ───────

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㈱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。

同左 　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決算

日は12月31日、WATAMI USA 

GUAM.WATAMI GUAM及びワタミの介護

㈱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。
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項目
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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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)

同左 　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)

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

主として総平均法による原価法 同左 同左

(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。

同左 同左

建物及び構築物　８年～47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、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。

　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。　

同左
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項目
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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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販売促進引当金 

 販売促進のための外食店舗に係

る各種割引券及び株主優待券の

利用による売上値引きに備える

ため、利用実績に基づき下期以

降利用見込額を計上しておりま

す。

(追加情報)

　従来、販売促進のため外食店

舗において各種割引券を配布し

ておりましたが、当中間連結会

計期間において和民開店15周年

記念お食事券を配布したことに

伴い、下期以降の利用見込額に

重要性が増したため、当中間連

結会計期間末において販売促進

引当金を計上することと致しま

した。

　また、株主優待券に関しても

販売促進的要素が強いため、当

中間連結会計期間から販売促進

引当金に含めて表示しておりま

す。なお、当中間連結会計期間

末の販売促進引当金に含まれる

株主優待券に係る引当額は150百

万円であります。

 

 ───────
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項目
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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。 

同左 　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。

(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

(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
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項目
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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、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。

同左 　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

　当社グループは、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

当社グループの給与総額割合に

基づく平成18年3月末日現在の年

金資産残高は3,964百万円であり

ます。

　当社グループは、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

当社グループの給与総額割合に

基づく平成19年3月末日現在の年

金資産残高は5,053百万円であり

ます。

　当社グループは、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3,964百万円であります。

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成19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。 

 

 ───────

 （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に相当する金額は20,260

百万円であります。

　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。 

 （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2百万円減少して

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。

 

 ───────

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

当連結会計年度より、「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

調整前当期純利益は、それぞれ30百万円減少

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。

 （企業結合に係る会計基準等）

当中間連結会計期間より「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月

31日）および「事業分離等に関する会計基準」

（企業基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第7号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正による

中間連結財務諸表の表示に関する変更は、(表

示方法の変更）に記載のとおりであります。 

 

 ───────

  （企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度より「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）

および「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第7号　平成17年12月27日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号　平成17年12月27日）を適用しており

ます。

なお、連結財務諸表規則の改正による連結財

務諸表の表示に関する変更は、(表示方法の変

更）に記載のとおりであります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

(中間連結貸借対照表）

 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。

(中間連結貸借対照表）

 ───────

 (中間連結損益計算書）

 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

額」と表示しております。

 (中間連結損益計算書）

1．前中間連結会計期間において販売費及び一般管理費は

主要な費目に分類した上で区分掲記しておりましたが、当

中間連結会計期間より販売費及び一般管理費の科目に一括

して掲記し、主要な費目及びその金額を注記に記載してお

ります。

2．前中間連結会計期間において営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しておりました「寄付金収入」は、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記することにいたしました。なお、前中間連結

会計期間の「寄付金収入」の金額は7百万円であります。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 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、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「少数

株主からの株式取得による支出」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

「少数株主からの株式取得による支出」は、29百万円であ

ります。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書）

1．「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、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、43百万円であります。

2．前中間連結会計期間において「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「前払費用の増加

額」及び「未収入金の増減額」は、当中間連結会計期間よ

り「その他」に含めて表示しております。なお、当中間連

結会計期間の「その他」に含まれている「前払費用の増加

額」の金額は215百万円、「未収入金の増減額(増加：△）」

の金額は△143百万円であります。

3．前中間連結会計期間において「財務活動によるキャッ

シュ・フロー」に区分掲記されていた「自己株式の取得に

よる支出」は、当中間連結会計期間より「その他」に含め

て表示しております。なお、当中間連結会計期間の「その

他」に含まれている「自己株式の取得による支出」の金額

は5百万円であります。
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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18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

前連結会計年度末
（平成19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

14,728百万円 18,154百万円 16,723百万円

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

94百万円 167百万円 101百万円

※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。

※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 　担保に供している資産

差入保証金
   20百万円

差入保証金
   20百万円

差入保証金
   20百万円

 上記に対応する債務

短期借入金
   20百万円

 上記に対応する債務

短期借入金
   20百万円

 上記に対応する債務

短期借入金
   20百万円

　３．当座借越契約及びコミットメントライ

ン契約

　３．当座借越契約及びコミットメントライ

ン契約

　３．当座借越契約及びコミットメントライ

ン契約

　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8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８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。

 

当座借越契約及び

コミットメントラ

インの総額

6,529百万円

借入実行残高 1,009百万円

差引額 5,519百万円

 

当座借越契約及び

コミットメントラ

インの総額

6,834百万円

借入実行残高 5百万円

差引額 6,828百万円

 なお、連結子会社のWATAMI USA GUAMが

取引銀行と締結するコミットメントライ

ン300千米ドル（当中間連結会計期間末日

の借入実行残高5百万円）について、取引

銀行との間で資産処分権に関する包括的

条項が含まれております。

 

当座借越契約及び

コミットメントラ

インの総額

8,535百万円

借入実行残高 16百万円

差引額 8,519百万円

 なお、連結子会社のWATAMI USA GUAMが

取引銀行と締結するコミットメントライ

ン300千米ドル（当連結会計年度末日の借

入実行残高16百万円）について、取引銀

行との間で資産処分権に関する包括的条

項が含まれております。
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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18年4月１日
至　平成18年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年4月１日
至　平成19年9月30日）

前連結会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

 ─────── ※１．販売費及び一般管理費の主要な項目と

その金額は以下のとおりであります。

広告宣伝費 748百万円

給与手当 13,944百万円

消耗品費 880百万円

賃借料 7,078百万円

減価償却費 1,874百万円 

水道光熱費 2,170百万円

 ───────

 ───────  ─────── ※２．補償金収入は、当社が被った損害の補

償金又は和解金として受け取ったもの

であります。

 ─────── ※３．消費税免除益は、連結子会社が消費税

法9条1項の適用により当中間連結会計

期間の消費税が免除されることによる

ものです。

 ───────

※４．固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

※４．固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

※４．固定資産除却損の内訳は以下のとおり

であります。

建物及び構築物 335百万円

その他 0百万円

除却費用 101百万円

 合計 437百万円

建物及び構築物 145百万円

その他 3百万円

除却費用 27百万円

 合計 176百万円

建物及び構築物 347百万円

その他 6百万円

除却費用 120百万円

 合計 474百万円

※５．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。

※５．

同左

※５．

同左
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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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年4月１日
至　平成19年9月30日）

前連結会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

※６．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

(百万円)

 和み亭・国分

寺店
店舗 建物 8

 東京都国分寺

市
 リース資産 0

  計 9

 和民・千歳烏

山店
店舗 建物 10

 東京都世田谷

区
 リース資産 0

  計 11

 和民・横須賀

店
 店舗 建物 10

 神奈川県横須

賀市
 リース資産 0

  計 10

 わたみん家・

八王子五番街店
 店舗 建物 2

 東京都八王子

市
 リース資産 1

  計 3

 For Wah Shop

　店
 店舗 建物 41

 香港  計 41

 合計 76

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

百万円）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。 

※６．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。

用途 種類
減損損失

(百万円)

 店舗　

 ときわ台店等
建物及び構築物等 142

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（142

百万円）として特別損失に計上しております。

その種類ごとの内訳は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 112百万円

リース資産 26百万円

その他 3百万円

 合計 142百万円

 なお、回収可能価額は正味売却価額又は、

使用価値により算定しています。正味売却価

額については売買契約書に記載された売却価

額で算定しております。使用価値については、

将来キャッシュ・フローに基づく使用価値が

マイナスであるものは回収可能価額を零とし

て評価し、それ以外については将来キャッ

シュ・フローを4.2％で割引いて算定しており

ます。

※６．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

用途 種類
減損損失

(百万円)

 店舗　

　下高井戸店等
建物及び構築物等 200

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（200

百万円）として特別損失に計上しております。

その種類ごとの内訳は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物 182百万円

リース資産 15百万円

その他 2百万円

 合計 200百万円

 なお、回収可能価額は使用価値により算定

しており、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ものは回収可能価

額を零として評価し、それ以外については将

来キャッシュ・フローを4.2％で割引いて算定

しております。

 ─────── ※７．過年度法人税等戻入額は、平成17年3月

期に買収した連結子会社について保守

的に見積もった税金費用を当中間連結

会計期間における税務調査の結果を受

け、戻入処理したものであります。

 ───────
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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　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及び単元未満株式の売渡しによるものであります。

 

２．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)

　ストックオプションとしての新

株予約権
－ 2

 合計 － 2

 

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27日

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月21日

取締役会
普通株式 207 利益剰余金 5  平成18年9月30日  平成18年12月11日
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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　（注）１ 41,502 62 － 41,564

合計 41,502 62 － 41,564

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 10 2 － 13

合計 10 2 － 13

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加62千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

 （注）２．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ものであります。

 

２．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)

　ストックオプションとしての新

株予約権
－ 60

 合計 － 60

 

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19年6月23日

定時株主総会
普通株式 207 5  平成19年3月31日  平成19年6月26日

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

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月16日

取締役会
普通株式 207 利益剰余金 5  平成19年9月30日  平成19年12月11日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末

株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 41,491 11 － 41,502

合計 41,491 11 － 41,502

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 59 4 53 10

合計 59 4 53 10

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加11千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

 （注）２．普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加によるものであり、減少53千

株は新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡しによるものであります。

 

２．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） 
当連結会計

年度末残高

（百万円)

前連結会計　

年度末 

当連結会計年

度増加 

当連結会計年

度減少 

当連結会計

年度末 

提出会社

(親会社)

　ストックオプションとしての新

株予約権
－ 30

 合計 － 30

 

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27日

平成18年11月21日

取締役会
普通株式 207 5  平成18年9月30日  平成18年12月11日

 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
 配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月23日

定時株主総会
普通株式 207 利益剰余金 5  平成19年3月31日  平成19年6月26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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 6,464百万円

現金及び現金同等物 6,464百万円

現金及び預金勘定 7,211百万円

現金及び現金同等物 7,211百万円

現金及び預金勘定 7,529百万円

現金及び現金同等物 7,529百万円
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（リース取引関係）

 リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。

（有価証券関係）

前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（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円)

差額（百万円）

株式 28 63 34

合計 28 63 34

（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（百万円）

その他有価証券

非上場株式 0

当中間連結会計期間末（平成19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（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円)

差額（百万円）

株式 19 46 27

合計 19 46 27

（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。
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前連結会計年度末（平成19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（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 19 49 30

合計 19 49 30

２．当連結会計年度中に売却したその他の有価証券（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円）

16 5

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 0

（注）有価証券の減損にあたっては時価が取得価額に比べて50％以上下落した場合には、回復する見込み

のないほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行っております。

　また、取得価額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

損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）、当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在）及び前連結会計

年度末（平成19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。
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（ストック・オプション等関係）

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）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 一般管理費　2百万円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員　27名、当社子会社従業員　287名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式　347,500株

 付与日 平成18年9月15日

 権利確定条件

 付与日(平成18年9月15日)以降、権利確定日(平成21年3月31

日)まで継続して勤務していること。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、独立制度適用者、その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。

 対象勤務期間  平成18年9月15日～平成21年3月31日

 権利行使期間  平成21年4月1日～平成28年6月24日

 権利行使価格（円） 1,734

 付与日における公正な評価単価（円） 560

 （注）　株式数に換算して記載しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 一般管理費  29百万円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員  146名、当社子会社従業員　948名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式　148,100株

 付与日 平成19年9月7日 

 権利確定条件

 付与日(平成19年9月7日)以降、権利確定日(平成22年3月31

日)まで継続して勤務していること。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、独立制度適用者、その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。

 対象勤務期間  平成19年9月7日～平成22年3月31日

 権利行使期間  平成22年4月1日～平成29年3月31日

 権利行使価格（円） 1,786

 付与日における公正な評価単価（円） 521

 （注）　株式数に換算して記載しております。
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前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 一般管理費　30百万円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員　27名、当社子会社従業員　287名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式　347,500株

 付与日 平成18年9月15日

 権利確定条件
  付与日(平成18年9月15日)以降、権利確定日(平成21年3月

31日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  平成18年9月15日～平成21年3月31日

 権利行使期間  平成21年4月1日～平成28年6月24日

 権利行使価格（円） 1,734

 付与日における公正な評価単価（円） 560

 （注）　株式数に換算して記載しております。
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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

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）  

外食事業
（百万円）

介護事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 43,194 3,062 681 46,938 － 46,938

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
146 － 2,018 2,164 △2,164 －

計 43,340 3,062 2,699 49,102 △2,164 46,938

営業費用 42,181 2,610 2,506 47,299 △1,033 46,266

営業利益（又は営業損失） 1,158 451 192 1,803 △1,131 672

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）  

外食事業
（百万円）

介護事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 45,655 4,799 687 51,142 － 51,142

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
312 － 1,370 1,683 △1,683 －

計 45,968 4,799 2,058 52,825 △1,683 51,142

営業費用 44,027 4,151 1,987 50,165 △550 49,615

営業利益（又は営業損失） 1,940 648 70 2,659 △1,133 1,526

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）  

外食事業
（百万円）

介護事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 90,421 6,791 1,198 98,411 － 98,411

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
364 － 3,495 3,859 △3,859 －

計 90,758 6,791 4,693 102,271 △3,859 98,411

営業費用 85,886 5,550 4,487 95,923 △1,556 94,367

営業利益（又は営業損失） 4,899 1,241 206 6,347 △2,303 4,044

(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:百万円) 

 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 
1,010 1,088 2,162

親会社におけるグループ全

体の管理業務に係る費用 

ワタミ㈱ 7522 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 36 －



4.営業費用の各セグメントへの配賦方法の変更

（前中間連結会計期間）

　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。

　これに伴い、当社のグループ子会社に対する経営指導及び業務受託等を担当する部門の営業費用については、

親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用として、配賦不能営業費用として処理することとしました。

その結果、従来と同様の処理を行った場合に比して、配賦不能営業費用が802百万円増加し、外食事業の営業利

益が802百万円増加しています。

（当中間連結会計期間）

　該当事項はありません。

（前連結会計年度）

　当社は、持株会社体制に移行したことに伴い、当連結会計年度から前連結会計年度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。

  これに伴い、当社のグループ子会社に対する経営指導及び業務受託等を担当する部門の営業費用については、

親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用として、配賦不能営業費用として処理することとしました。

その結果、従来と同様の処理を行った場合に比して、配賦不能営業費用が1,537百万円増加し、外食事業の営業

利益が1,537百万円増加しています。

5.会計方針の変更

（前中間連結会計期間）

　「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」に記載のとおり、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）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて「消去または全社」の営業費用は2百万円増加し、営業利益

が同額減少しています。

（当中間連結会計期間）

　該当事項はありません。

（前連結会計年度）

　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比して「消去または全社」の営業費用は30百万円増加し、営業利益が

同額減少しています。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日至　平

成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至　

平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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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（企業結合関係等）

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）

 　　共通支配下の取引等

 　　(ワタミの介護㈱によるワタミメディカルサービス㈱の吸収合併）

    １.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

　　(1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

　　①結合当事企業の名称

　　　ワタミの介護㈱

　 ②被結合当事企業の名称 

    　ワタミメディカルサービス㈱ 　　　　　　　

   ③被結合当事企業の事業内容 

　　　訪問介護事業・居宅介護支援事業及びこれに付帯する一切の業務 

　　(2）企業結合の法的形式及び企業結合後の名称 

　ワタミの介護㈱を存続会社、ワタミメディカルサービス㈱を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業

の名称はワタミの介護㈱となっています。合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

　　(3）取引の目的を含む取引の概要

  介護事業の子会社2社が持つ経営資源や技術を統合することにより、当該事業の経営効率を高め、事業基盤

を強化することを目的としています。

 　　  ２.実施した会計処理の概要

　上記取引は、「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当し、内部取引としてすべて

消去しております。したがって、当該会計処理が中間連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 　 （㈱ワタミファームによる㈱ワタミバイオ耕研の吸収合併）

 　　　１.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

　　 (1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

　　 ①結合当事企業の名称

 　　 ㈱ワタミファーム

　  ②被結合当事企業の名称 

　　　㈱ワタミバイオ耕研 

    ③被結合当事企業の事業内容 

　　　 肥料、飼料、農業資材の製造及びこれに付帯する一切の業務

　　(2）企業結合の法的形式及び企業結合後の名称 

 ㈱ワタミファームを存続会社、㈱ワタミバイオ耕研を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は

㈱ワタミファームとなっています。合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。

　　(3）取引の目的を含む取引の概要

　肥料事業の製販一環体制を構築することにより、事業の効率化を図ることを目的としています。

       ２.実施した会計処理の概要

 上記取引は、「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当し、内部取引としてすべて消去

しております。したがって、当該会計処理が中間連結財務諸表に与える影響はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 　　重要な事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　　共通支配下の取引等

 　　(ワタミの介護㈱によるワタミメディカルサービス㈱の吸収合併）

    １.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

　　(1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

　　①結合当事企業の名称

　　　ワタミの介護㈱

　 ②被結合当事企業の名称 

    　ワタミメディカルサービス㈱ 　　　　　　　

   ③被結合当事企業の事業内容 

　　　訪問介護事業・居宅介護支援事業及びこれに付帯する一切の業務 

　　(2）企業結合の法的形式及び企業結合後の名称 

　ワタミの介護㈱を存続会社、ワタミメディカルサービス㈱を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業

の名称はワタミの介護㈱となっています。合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

　　(3）取引の目的を含む取引の概要

  介護事業の子会社2社が持つ経営資源や技術を統合することにより、当該事業の経営効率を高め、事業基盤

を強化することを目的としています。

 　　  ２.実施した会計処理の概要

　上記取引は、「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当し、内部取引としてすべて

消去しております。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 　 （㈱ワタミファームによる㈱ワタミバイオ耕研の吸収合併）

 　　　１.結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要

　　 (1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

　　 ①結合当事企業の名称

 　　 ㈱ワタミファーム

　  ②被結合当事企業の名称 

　　　㈱ワタミバイオ耕研 

    ③被結合当事企業の事業内容 

　　　 肥料、飼料、農業資材の製造及びこれに付帯する一切の業務

　　(2）企業結合の法的形式及び企業結合後の名称 

 ㈱ワタミファームを存続会社、㈱ワタミバイオ耕研を消滅会社とする吸収合併であり、結合後企業の名称は

㈱ワタミファームとなっています。合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。

　　(3）取引の目的を含む取引の概要

　肥料事業の製販一環体制を構築することにより、事業の効率化を図ることを目的としています。

       ２.実施した会計処理の概要

 上記取引は、「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当し、内部取引としてすべて消去

しております。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

1株当たり純資産額    450円79銭

1株当たり中間純損失 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    520円76銭

1株当たり中間純利益 36円52銭

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
36円20銭

1株当たり純資産額    488円28銭

1株当たり当期純利益 38円63銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
38円28銭

　（注）1. 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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益（△純損

失）金額

中間（当期）純利益(△純損失）

（百万円）
△134 1,516 1,601

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△純損失）（百万円）
△134 1,516 1,601

期中平均株式数（千株） 41,445 41,532 41,462

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） － 363 375

（うち新株予約権（千株）） （－） (363) (375)

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368,300株）。

新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数539,700株）。

　（注）2．１株当たり純資産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末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 18,848 21,760 20,318

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円）
160 122 58

（うち新株予約権） (2) (60) (30)

（うち少数株主持分） (157) (62) (27)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円）
18,688 21,638 20,260

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株）

41,455 41,551 41,492
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（重要な後発事象）

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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。  該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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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
（平成18年9月30日）

当中間会計期間末
（平成19年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１. 現金及び預金 2,920 3,713 4,539

２. 売掛金 3,371 3,368 3,598

３. 棚卸資産 59 60 58

４. その他 4,136 3,911 4,297

流動資産合計 10,488 19.1 11,054 19.8 12,494 21.8

Ⅱ　固定資産

１. 有形固定資産 ※１

（1）建物 20,182 18,756 19,753

（2）その他 263 20,446 37.3 257 19,014 34.1 236 19,989 34.8

２. 無形固定資産 469 0.8 578 1.0 491 0.9

３. 投資その他の資産

（1）投資有価証券  8,827 8,821 8,823

（2）差入保証金 ※２ 12,259 13,875 13,026

（3）その他 ※１ 2,589 2,612 2,701

　　貸倒引当金 △95 △16 △59

　　投資損失引当金 △110 23,470 42.8 △120 25,172 45.1 △120 24,372 42.5

固定資産合計 44,386 80.9 44,764 80.2 44,853 78.2

資産合計 54,874 100.0 55,818 100.0 57,347 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間会計期間末
（平成19年9月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１.買掛金 1,242 1,278 1,330

２. 一年内償還予定
　社債

 1,500 － 1,500

３. 短期借入金 ※2.4 6,347 13,725 6,573

４. 未払金 3,069 1,469 2,207

５. 未払法人税等 99 115 4

６. 預り金 4,024 5,636 7,081

７. その他 359 491 423

流動負債合計 16,642 30.3 22,717 40.7 19,121 33.4

Ⅱ　固定負債

１. 長期借入金  17,793 11,177 17,229

２. 関係会社事業損失
引当金

42 145 121

３. その他 1,135 1,725 1,591

固定負債合計 18,971 34.6 13,047 23.4 18,942 33.0

負債合計 35,614 64.9 35,765 64.1 38,063 66.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  4,334 7.9 4,364 7.8 4,338 7.5

２. 資本剰余金        

　(1)資本準備金  4,926   4,956   4,930   

 　　資本剰余金合計  4,926 9.0 4,956 8.9 4,930 8.6

３. 利益剰余金        

　(1)利益準備金  107   107   107   

　(2)その他利益剰余金        

 　　別途積立金  9,600   9,600   9,600   

 　　繰越利益剰余金  315   968   274   

 　　利益剰余金合計  10,023 18.3 10,676 19.1 9,981 17.4

４. 自己株式  △45 △0.1 △18 △0.0 △13 △0.0

株主資本合計  19,238 35.1 19,978 35.8 19,237 33.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価
差額金

 18 0.0 14 0.0 16 0.0

評価・換算差額等合計  18 0.0 14 0.0 16 0.0

Ⅲ　新株予約権  2 0.0 60 0.1 30 0.1

純資産合計  19,260 35.1 20,053 35.9 19,284 33.6

負債純資産合計  54,874 100.0 55,818 100.0 57,347 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 18,830 100.0 20,372 100.0 38,595 100.0

Ⅱ　売上原価 17,060 90.6 17,966 88.2 35,305 91.5

売上総利益 1,769 9.4 2,406 11.8 3,289 8.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,278 6.8 1,223 6.0 2,272 5.9

営業利益 490 2.6 1,183 5.8 1,017 2.6

Ⅳ　営業外収益 ※1 123 0.6 117 0.6 205 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※2 137 0.7 186 0.9 275 0.7

経常利益 476 2.5 1,113 5.5 947 2.5

Ⅵ　特別利益 ※3 449 2.4 252 1.2 620 1.6

Ⅶ　特別損失 ※4,6 522 2.8 390 1.9 789 2.1

税引前中間（当
期）純利益

403 2.1 975 4.8 779 2.0

法人税、住民税及
び事業税

83 279 570

法人税等調整額 139 222 1.1 △205 74 0.4 △153 417 1.1

中間（当期）純利
益

181 1.0 901 4.4 362 0.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

　前中間会計期間（自平成18年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　　

　             （百万円）
4,334 4,926 0 4,926 107 8,800 1,153 10,060 △73 19,248

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立(注)      800 △800 －  －

剰余金の配当（注）       △207 △207  △207

中間純利益       181 181  181

自己株式の取得         △3 △3

自己株式の処分   △0 △0   △11 △11 31 20

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

         －

中間会計期間中の変動額

合計　　　　（百万円）
－  △0 △0 － 800 △837 △37 28 △9

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 (百万円）
4,334 4,926 － 4,926 107 9,600 315 10,023 △45 19,238

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

　　　　　　 （百万円）
23 23 － 19,271

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立(注)    －

剰余金の配当　(注)    △207

中間純利益    181

自己株式の取得    △3

自己株式の処分    20

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△4 △4 2 △1

中間会計期間中の変動額　

合計　　　 　（百万円）
△4 △4 2 △11

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
18 18 2 19,260

 （注）平成18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（自平成19年4月1日　至平成19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
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年3月31日残高　　

　             （百万円）
4,338 4,930 4,930 107 9,600 274 9,981 △13 19,237

中間会計期間中の変動額

新株の発行 25 25 25      51

剰余金の配当　      △207 △207  △207

中間純利益      901 901  901

自己株式の取得        △5 △5

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

        －

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　（百万円）
25 25 25 － － 694 694 △5 740

平成19年9月30日　残高

　　　　　　 　(百万円）
4,364 4,956 4,956 107 9,600 968 10,676 △18 19,978

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19年3月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
16 16 30 19,284

中間会計期間中の変動額

新株の発行    51

剰余金の配当　    △207

中間純利益    901

自己株式の取得    △5

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1 △1 29 27

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （百万円）
△1 △1 29 768

平成19年9月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
14 14 60 20,053
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　前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日　至平成19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

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　　

　             （百万円）
4,334 4,926 0 4,926 107 8,800 1,153 10,060 △73 19,248

事業年度中の変動額

新株の発行 3 3  3      7

別途積立金の積立      800 △800 －  －

剰余金の配当　       △414 △414  △414

当期純利益       362 362  362

自己株式の取得         △7 △7

自己株式の処分   △0 △0   △26 △26 67 41

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

         －

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　（百万円）
3 3 △0 3 － 800 △878 △78 60 △11

平成19年3月31日　残高

　　　　　　 　(百万円）
4,338 4,930 － 4,930 107 9,600 274 9,981 △13 19,237

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

　　　　　　 （百万円）
23 23 － 19,271

事業年度中の変動額

新株の発行　    7

別途積立金の積立    －

剰余金の配当　    △414

当期純利益    362

自己株式の取得    △7

自己株式の処分    41

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△6 △6 30 23

事業年度中の変動額合計

　　　　 　　（百万円）
△6 △6 30 12

平成19年3月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
16 16 30 19,284
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 子会社株式及び関連会社株式 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）

同左 　当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）

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 同左 同左

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2)株主優待引当金 

(追加情報）

 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。これに伴い、従来

から外食店舗の販売促進のため、

当社株主に発行しておりました株

主優待権に係る費用について、外

食店舗を運営する各子会社の売上

値引として処理することと致しま

した。その結果、当期から当社に

おいて株主優待引当金は計上され

ておりません。

 

 

───────

(2)株主優待引当金

(追加情報）

　当社は、持株会社体制に移行し

たことに伴い、当事業年度から前

事業年度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。これ

に伴い、従来から外食店舗の販売

促進のため、当社株主に発行して

おりました株主優待券に係る費用

について、外食店舗を運営する各

子会社の売上値引として処理する

ことと致しました。その結果、当

期から当社において株主優待引当

金は計上されておりません。

(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

(4)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。

(3)関係会社事業損失引当金

同左

(4)関係会社事業損失引当金 

同左

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

　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。

 (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18年３月末日現在

の年金資産残高は3,357百万円で

あります。

上記の年金資産残高には当該基金

脱退者（平成18年4月1日付ワタミ

フードサービス㈱への転籍者）残

高が含まれております。

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19年３月末日現在

の年金資産残高は896百万円であ

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　

─────── （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

19,253百万円であります。なお、当事業年度

における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。

 

　

 (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、経常利益及び税引前

中間純利益は、それぞれ2百万円減少しており

ます。　　　　　　　　

───────  (ストック・オプション等に関する会計基

準)

  当事業年度より、「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

常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ30

百万円減少しております。　　　　　　　　
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（会計方針の変更）  （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：百万円）

食材等販売収入 8,289

店舗設備賃貸収入 8,248

 経営指導料 1,813

その他業務収入 479

 計 18,830

 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886百

万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410百万円、売上原価が372

百万円増加し、売上総利益及び営業利益がそ

れぞれ38百万円増加しております。

　また、グループ子会社に対する店舗設備の

賃貸についても主たる事業とし、前期まで純

額処理していた店舗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、売上高及び売上原価がそれぞれ1,019

百万円増加しております。

 ──────  当社は、持株会社体制に移行したことに伴い、

当事業年度から前事業年度に設立したワタミ

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。

　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、

前事業年度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

1,950百万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、前事業

年度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875百万円、売上原価が826

百万円増加し、売上総利益及び営業利益がそ

れぞれ49百万千円増加しております。

　また、グループ子会社に対する店舗設備の

賃貸についても主たる事業とし、前事業年度

まで純額処理していた店舗賃貸収入及び費用

についても、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、売上高が2,297百万円、売上

原価が2,343百万円増加し、売上総利益が46百

万円減少しております。 
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（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52百万円であ

ります。

　

───────

ワタミ㈱ 7522 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 53 －



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18年9月30日）
当中間会計期間末

（平成19年9月30日）
前事業年度末

（平成19年3月31日）

※１．有形固定資産減価償却累

計額

12,816百万円 15,989百万円 14,628百万円

※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 20百万円

 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 20百万円

 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 20百万円

（２）上記に対応する債務

短期借入金 20百万円

（２）上記に対応する債務

短期借入金 20百万円

（２）上記に対応する債務 

短期借入金 20百万円

　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

ワタミの

介護株式

会社

199百万円

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（489百万円）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

2,840百万円

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が

締結した建物賃貸借契約に基づく賃料

支払（463百万円）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

836百万円

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（476百万円）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７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７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
6,500百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 5,500百万円

当座借越契約の

総額
6,800百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 6,800百万円

当座借越契約の

総額
8,500百万円

借入実行残高 － 百万円

差引額 8,500百万円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目 受取利息 27百万円

店舗備品協賛金 3百万円

受取利息 38百万円

寄付金収入 28百万円

受取利息 59百万円

店舗備品協賛金 5百万円

保険解約返戻収入 35百万円

カード協賛金収入 23百万円

寄付金収入 25百万円

※２．営業外費用の主要項目 支払利息 116百万円 支払利息 156百万円 支払利息 246百万円

※３.特別利益の主要項目 設備賃貸借契約解約

収入 
433百万円

設備賃貸借契約解約

収入 
252百万円

設備賃貸借契約解約

収入 
463百万円

補償金収入 122百万円

※４．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

399

24

35

百万円

百万円

百万円

固定資産除却損

リース契約解約損 

減損損失

建物賃貸借契約解約

損

184

24

142

15

百万円

百万円

百万円

百万円

固定資産除却損

リース契約解約損 

減損損失

関係会社事業損失引

当金繰入額 

430

32

159

121

百万円

百万円

百万円

百万円

５．減価償却実施額 有形固定資産 1,651百万円

無形固定資産 76百万円

有形固定資産 1,621百万円

無形固定資産 90百万円

有形固定資産 3,525百万円

無形固定資産 161百万円
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※６．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

(百万円)

和み

亭・国

分寺店

店舗 建物 8

東京都

国分寺

市

 
リース

資産 
0

  計 9

和民・千

歳烏山店
店舗 建物 10

東京都

世田谷

区

 
リース

資産 
0

  計 11

和民・横

須賀店
店舗 建物 10

 神奈川

県横須賀

市

 
リース

資産
0

  計 10

わたみん

家・八王

子五番街

店

店舗 建物 2

東京都八

王子市
 

リース

資産
1

  計 3

 合計 35

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（35百万円）

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。

用途 種類
減損損失

(百万円)

 店舗　

　ときわ台店等
建物等 142

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（142百万

円）として特別損失に計上しており

ます。

 その種類ごとの内訳は以下のと

おりであります。

建物 112百万円

リース資産 26百万円

その他 3百万円

 合計 142百万円

 なお、回収可能価額は正味売却

価額又は、使用価値により算定して

います。正味売却価額については売

買契約書に記載された売却価額で算

定しております。使用価値について

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ものは

回収可能価額を零として評価し、そ

れ以外については将来キャッシュ・

フローを4.2％で割引いて算定して

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。

用途 種類
減損損失

(百万円)

 店舗　

　下高井戸店等
建物等 159

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（159百万

円）として特別損失に計上しており

ます。

 その種類ごとの内訳は以下のと

おりであります。

建物 140百万円

リース資産 15百万円

その他 2百万円

 合計 159百万円

 なお、回収可能価額は使用価値

により算定しており、将来キャッ

シュ・フローに基づく使用価値がマ

イナスであるものは回収可能価額を

零として評価し、それ以外について

は将来キャッシュ・フローを4.2％

で割引いて算定しております。
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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　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）

 自己株式     

 普通株式　 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及び単元未満株式の売渡しによる減少であります。　　

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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）

 自己株式     

 普通株式　 10 2 － 13

 　　　　合計 10 2 － 13

（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ものであります。　　

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 自己株式     

 普通株式　 59 4 53 10

 　　　　合計 59 4 53 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少53千株は

    新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡しによる減少であります。　　
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（リース取引関係）

 リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。

（有価証券関係）

　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

      464円53銭        481円16銭        464円03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37銭  21円71銭     8円73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33銭   21円52銭       8円66銭

　（注）1. 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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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（百万円） 181 901 362

普通株主に属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
181 901 362

期中平均株式数（千株） 41,445 41,520 41,462

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） 402 363 375

（うち新株予約権（千株）） (402) (363) (375)

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227,200株）。

 新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数368,300株）。

 新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数539,700株）。

　（注）2．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 19,260 20,053 19,284

純資産の部の合計額から控除する金

額（百万円）
2 60 30

（うち新株予約権） (2) (60) (30)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円）
19,257 19,993 19,253

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（千株）

41,455 41,551 41,492
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── ────── ──────
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６．その他
　(1) 販売の状況

①外部顧客に対する販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。(単位：百万円）

事業の種類別セグメント

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

当中間連結会計期間

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

 

（業態等）

居食屋　和民 17,644 16,771

 語らい処　坐・和民 11,911 14,101

 海鮮処　和民市場 528 364

 居食屋　手づくり厨房 38 0

 居食屋　炭団 196 187

 居食屋　和み亭 1,660 1,407

 japanese dining　ゴハン 905 480

 ごはん酒房　然の家 1,455 1,491

外食事業 炭火焼だいにんぐ　わたみん家 4,976 6,053

 T.G.I.フライデーズ 1,570 1,612

 居食屋　和民　Hong Kong 1,689 1,650

 居食屋　和民　Shenzhen 64 151

 居食屋　和民　Taiwan 158 531

 　その他 393 852

 合計 43,194 45,655

介護事業 3,062 4,799

その他事業 681 687

総計 46,938 51,142

 （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、介護事業以外の事業の合計であり、詳細は、「２．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。

②外食事業の地域別販売実績

当中間連結会計期間の外食事業（農業を除く）の販売実績を地域別に示すと次のとおりであります。(単位：百万

円）

地域

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

当中間連結会計期間

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

東京都 18,335 18,073

神奈川県 4,988 5,071

埼玉県 2,162 2,186

千葉県 2,087 2,008

大阪府 3,838 3,770

その他 11,388 13,692

合計（百万円） 42,800 44,803

（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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③外食事業の地域別収容能力及び収容実績

当中間連結会計期間の外食事業（農業を除く）の地域別収容能力及び収容実績は次のとおりであります。

地域

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

当中間連結会計期間

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

客席数（千席） 来店客数（千人） 客席数（千席） 来店客数（千人）

 比率（％）  比率（％）  比率（％）  比率（％）

東京都 6,523 41.6 8,239 43.2 6,600 38.8 8,079 41.2

神奈川県 1,935 12.3 2,238 11.7 2,059 12.1 2,211 11.3

埼玉県 1,045 6.7 944 5.0 1,039 6.1 942 4.8

千葉県 941 6.0 924 4.8 940 5.5 862 4.4

大阪府 1,507 9.6 1,552 8.1 1,576 9.3 1,494 7.6

その他 3,747 23.8 5,181 27.2 4,775 28.1 6,045 30.8

合計 15,697 100.0 19,077 100.0 16,989 100.0 19,633 100.0

（注）客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。
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