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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期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サブプライムローン問題に端を発

した金融市場の不安化等、内外の環境が厳しさを増す中、景気の先行きに不透明感が強まってきております。

　このような環境下、グループミッション達成のため、それぞれの事業分野で活動を展開してまいりました。

　事業別の取り組みは以下のとおりであります。

　主力の外食事業におきましては、昨年度から引き続き新規出店を抑制し既存店の営業レベルの改善、業態の整理と

主力業態への経営資源の集中に注力しました。新規出店は国内６店、海外１店の合計７店、業態転換を18店実施しま

した。また「和民市場」「然の家」の業態整理、不振店の整理を行った結果５店の撤退を実施し、主力業態である「和

民」、「坐・和民」、「わたみん家」への経営資源の集中を図り、既存業態のブラッシュアップに取り組みました。

その結果業態転換店を含む国内グループ店舗の売上高前期比は98.7％となり、前期比0.8ポイントの改善となりました。

香港においては新業態として日本料理「和亭」の展開を始めました。農業を含む外食事業の売上高は、22,419百万円

となっております。

　介護事業においては、２棟の新規施設を開設し、当第１四半期連結会計期間末施設数は34棟となっております。当

期も引き続きサービスの向上とマネジメントの強化を行い、「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90.4％と高水準を維持しております。介護事業の売上高は3,362百万円となっておりま

す。

　環境事業を含むその他事業の売上高は433百万円となっております。

　当第１四半期連結会計期間における企業集団の成果は、上記のような施策を行った結果、売上高26,215百万円（前

期比102.1％）、経常利益896百万円（前期比127.1％）となりました。当第１四半期連結会計期間に実施しました外食

店舗の業態転換による固定資産除却損及び第２四半期連結会計期間に計画しております外食店舗17店の業態転換によ

る減損損失等特別損失を249百万円計上したことにより四半期純利益は266百万円（前期比74.8％）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、59,244百円と前期末比2,058百万円の減少となりました。流動資産は前期

末比1,770百万円減少し10,611百万円、固定資産は288百万円減少し48,633百万円、流動負債は前期末比181百万円減少

し20,070百万円、固定負債は107百万円増加し17,156百万円、純資産は1,985百万円減少し22,018百万円となりまし

た。

　当第１四半期連結会計期間には経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として自己株式を1,596百万円取

得いたしました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、4,809百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1,199百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益が646百

万円、減価償却費が898百万円、預り保証金の増加額が725百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が

1,856百万円であります。

（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793百万円となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が448百万円、

保証金の差入による支出が351百万円であります。

（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2,009百万円となりました。収入の主な内訳は短期借入れによる収入が2,008百万円

であり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出が1,849百万円、自己株式取得による支出が1,597百万円であ

ります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点では平成20年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

すでに公表しておりますとおり、平成20年７月31日に株式会社タクショクの全株式を取得しておりますが、当期連結

業績に与える影響は現在集計中であり、見通しが明らかになった時点で公表いたします。
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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） 

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（固定資産の減価償却費の算定方法）

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生状況に著し

い変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用

する方法により算定しております。

 

（３）四半期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

（四半期財務諸表に関する会計基準）　

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従

い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）

（棚卸資産）

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。これによる影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,809 6,459

売掛金 － 2,049

受取手形及び売掛金 2,296 －

商品 247 249

製品 83 110

原材料 300 285

仕掛品 414 388

その他 2,463 2,842

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 10,611 12,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,496 18,883

その他 1,504 1,514

有形固定資産合計 20,000 20,398

無形固定資産   

のれん 7,652 7,742

その他 778 794

無形固定資産合計 8,431 8,536

投資その他の資産   

差入保証金 16,250 16,061

その他 4,007 3,961

貸倒引当金 △55 △35

投資その他の資産合計 20,202 19,986

固定資産合計 48,633 48,921

繰延資産 0 0

資産合計 59,244 61,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,104 3,209

短期借入金 7,585 7,076

未払法人税等 230 1,851

賞与引当金 8 21

販売促進引当金 259 143

その他 8,881 7,950

流動負債合計 20,070 20,251

固定負債   

長期借入金 11,442 11,848
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負ののれん 19 21

その他 5,694 5,178

固定負債合計 17,156 17,048

負債合計 37,226 37,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,410 4,400

資本剰余金 5,002 4,993

利益剰余金 14,043 14,419

自己株式 △1,576 △18

株主資本合計 21,879 23,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 10

為替換算調整勘定 △33 8

評価・換算差額等合計 △19 19

新株予約権 119 99

少数株主持分 38 89

純資産合計 22,018 24,003

負債純資産合計 59,244 61,303
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 26,215

売上原価 9,609

売上総利益 16,605

販売費及び一般管理費 15,727

営業利益 878

営業外収益  

受取利息 21

設備賃貸料 156

雑収入 179

営業外収益合計 357

営業外費用  

支払利息 82

設備賃貸費用 167

雑損失 88

営業外費用合計 339

経常利益 896

特別損失  

固定資産除却損 82

リース解約損 7

賃貸借契約解約損 16

減損損失 143

特別損失合計 249

税金等調整前四半期純利益 646

法人税、住民税及び事業税 252

法人税等調整額 116

法人税等合計 369

少数株主利益 11

四半期純利益 266
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 646

減価償却費 898

減損損失 143

のれん償却額 132

販売促進引当金の増減額（△は減少） 116

受取利息及び受取配当金 △21

支払利息 82

固定資産除却損 82

リース解約損 7

売上債権の増減額（△は増加） △248

たな卸資産の増減額（△は増加） △14

未収入金の増減額（△は増加） 424

仕入債務の増減額（△は減少） △88

未払金の増減額（△は減少） 125

未払費用の増減額（△は減少） △47

入居保証金の増減額（△は減少） 725

その他 175

小計 3,139

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △90

法人税等の支払額 △1,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,199

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 △448

差入保証金の差入による支出 △351

差入保証金の回収による収入 76

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 1

その他 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △793

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,008

長期借入金の返済による支出 △1,849

株式の発行による収入 18

自己株式の取得による支出 △1,597

配当金の支払額 △482

少数株主からの株式取得による支出 △102

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,009
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,650

現金及び現金同等物の期首残高 6,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,809
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６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 22,419 3,362 433 26,215 － 26,215

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
262 － 783 1,045 (1,045) －

計 22,681 3,362 1,216 27,260 (1,045) 26,215

営業利益（又は営業損失） 1,075 375 73 1,524 (645) 878

(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　環境事業など

3.「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基

準第９号）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

 

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 

　全セグメントの売上高の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 

連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 当社は、平成20年５月19日の取締役会決議に基づき、平成20年５月20日付で自己株式を922,400株（1,596百万

円）取得しました。このほか、新株予約権の権利行使に伴う減少等の結果、当第１四半期連結会計期間において

自己株式が1,557百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が1,576百万円となっております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 25,672

Ⅱ　売上原価 8,716

売上総利益 16,956

Ⅲ　販売費及び一般管理費 16,281

営業利益 674

Ⅳ　営業外収益 186

Ⅴ　営業外費用 155

経常利益 705

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 47

税金等調整前四半期純利益 658

法人税等 295

少数株主損益　 6

四半期純利益 355
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益　 658

減価償却費 1,016

のれん償却額 　 109

株主優待引当金の増加額　 3

受取利息及び受取配当金　 △16

支払利息　 95

固定資産除却損　 47

売上債権の増加額　 △166

棚卸資産の増加額 
（減少：△)　

22

仕入債務の増加額　 82

未払金の増加額　 66

未払費用の増加額　 20

入居保証金の増加額　 720

その他　 △87

小計 2,571

利息及び配当金の受取額　 1

利息の支払額　 △84

法人税等の支払額　 △1,035

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,453

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　

△567

有形固定資産の売却による
収入　

1

保証金の差入による支出　 △812

保証金の回収による収入　 79

貸付による支出　 0

貸付金の回収による収入　 150

その他 33

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,115
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の返済による支
出　

△3

長期借入金の返済による支
出　

△445

株式の発行による収入　 32

配当金の支払額　 △212

その他　 △39

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△667

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△335

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

7,529

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

7,194
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６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 23,127 2,119 424 25,672 － 25,672

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
120 － 552 672 △672 －

計 23,248 2,119 976 26,345 △672 25,672

営業利益（又は営業損失） 1,011 166 46 1,224 △549 674

(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

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）　 

全セグメントの売上高及び資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。

 

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

連結売上高に占める海外売上高の割合が10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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