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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 53,130 ― 2,512 ― 2,538 ― 1,111 ―
20年3月期第2四半期 51,142 8.9 1,526 127.0 1,627 118.3 1,516 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 27.03 26.87
20年3月期第2四半期 36.52 36.20

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

21年3月期第2四半期 63,351 23,986 37.5 575.28
20年3月期 61,303 24,003 38.8 571.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  23,815百万円 20年3月期  23,814百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 111,700 7.2 6,190 24.3 6,310 22.1 2,980 △24.0 72.49

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  

(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  有  

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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されるもの） 

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
２.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  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  41,686,780株 20年3月期  41,668,280株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  289,972株 20年3月期  12,799株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  41,104,534株 20年3月期第2四半期  41,520,414株



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が世

界経済に波及したことに加え、原油等資源価格の高騰から景気の減速懸念が一段と高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。

　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ました。新規出店は国内９店（ＦＣ１店含む）、海外３店の合計12店、業態転換

を38店、「和民市場」「然の家」の業態を整理し11店の撤退を実施しました。また最近の食の安全を脅かす事件の多

発する中、安全・安心な料理をお届けするためにも継続的に取り組んでまいりました。このような結果業態転換店を

含む国内グループ店舗の既存店売上高前期比は99.4％となり、前期比2.8ポイントの改善となりました。農業を含む外

食事業の売上高は、45,285百万円となりました。

　介護事業においては、３棟の新規施設を開設し、当第２四半期連結累計期間末施設数は35棟となっております。当

期も昨年から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89.4％と高水準を維持しております。介護事業の売上高は7,012百万円となまし

た。

　環境事業を含むその他事業の売上高は833百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの成果は、上記のような施策を行った結果、売上高53,130百万円

（前期比103.8％）、経常利益2,538百万円（前期比155.9％）となりました。外食店舗の業態転換による固定資産除却

損及び減損損失等特別損失を443百万円計上したことにより四半期純利益は1,111百万円（前期比73.2％）となりまし

た。

（注）前期比は参考として記載しております。

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２四半期末の総資産は、63,351百円と前期末比2,047百万円の増加となりました。流動資産は前期末比2,344百

万円減少し10,037百万円、固定資産は4,391百万円増加し53,313百万円、流動負債は前期末比1,048百万円増加し21,300

百万円、固定負債は1,015百万円増加し18,064百万円、純資産は16百万円減少し23,986百万円となりました。

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、3,768百万円となりました。

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、3,726百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益が2,094

百万円、減価償却費が1,848百万円、入居保証金の増加額が1,091百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払

額が1,966百万円であります。

（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4,671百万円となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が1,542百万

円、子会社株式取得による支出が2,163百万円、保証金の差入による支出が761百万円であります。

（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1,737百万円となりました。収入の主な内訳は短期借入れによる収入が10,610百万円

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4,826百万円、長期借入金の返済による支出が6,258百万円、

自己株式取得による支出が1,599百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経済環境は不透明感が強く、当社を取り巻く環境も厳しさを増していくものと予想されます。主力の外食事

業においても原材料費の値上がり、個人消費の減退等、依然として厳しい経営環境が続くことが予想されます。この

ような状況の中、引き続き既存店の営業レベルの向上に努め、安心・安全な料理の提供に努めてまいります。

　介護事業につきましては、既存施設の入居率90％を維持するとともに、２棟の新規施設の開設と広島県において１

棟の事業譲渡を受け、当事業年度末には38棟の施設運営を予定しております。

　また７月末日において株式を取得し連結対象子会社となりました㈱タクショクの当期における業績寄与を考慮した

結果、通期の連結業績見通しは、連結売上高111,700百万円（前期比107.2％）連結営業利益6,190百万円（前期比

124.3％）連結経常利益6,310百万円（前期比122.1％）当期純利益2,980百万円（前期比76.0％）を予想しております。
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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、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する基準」（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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,776 6,459

売掛金 2,495 2,049

商品 237 249

製品 95 110

原材料 337 285

仕掛品 441 388

その他 2,662 2,842

貸倒引当金 △8 △3

流動資産合計 10,037 12,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,289 18,883

その他 2,267 1,514

有形固定資産合計 21,556 20,398

無形固定資産   

のれん 10,373 7,742

その他 749 794

無形固定資産合計 11,123 8,536

投資その他の資産   

差入保証金 16,625 16,061

その他 4,121 3,961

貸倒引当金 △112 △35

投資その他の資産合計 20,633 19,986

固定資産合計 53,313 48,921

繰延資産 0 0

資産合計 63,351 61,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,542 3,209

短期借入金 7,456 7,076

未払法人税等 836 1,851

賞与引当金 44 21

販売促進引当金 124 143

債務保証損失引当金 20 －

その他 9,275 7,950

流動負債合計 21,300 20,251

固定負債   

社債 340 －
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

長期借入金 11,570 11,848

退職給付引当金 72 －

役員退職慰労引当金 207 －

負ののれん 18 21

その他 5,855 5,178

固定負債合計 18,064 17,048

負債合計 39,364 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 14,883 14,419

自己株式 △501 △18

株主資本合計 23,795 23,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 10

為替換算調整勘定 14 8

評価・換算差額等合計 19 19

新株予約権 138 99

少数株主持分 32 89

純資産合計 23,986 24,003

負債純資産合計 63,351 61,303
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 53,130

売上原価 19,097

売上総利益 34,033

販売費及び一般管理費 31,520

営業利益 2,512

営業外収益  

受取利息 47

設備賃貸料 313

雑収入 274

営業外収益合計 635

営業外費用  

支払利息 166

設備賃貸費用 340

雑損失 102

営業外費用合計 608

経常利益 2,538

特別損失  

固定資産除却損 190

リース解約損 10

賃貸借契約解約損 16

減損損失 226

特別損失合計 443

税金等調整前四半期純利益 2,094

法人税、住民税及び事業税 786

法人税等調整額 194

法人税等合計 981

少数株主利益 2

四半期純利益 1,111
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 2,094

減価償却費 1,848

減損損失 226

のれん償却額 266

販売促進引当金の増減額（△は減少） △21

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息 166

固定資産除却損 190

リース解約損 10

売上債権の増減額（△は増加） △408

たな卸資産の増減額（△は増加） △46

未収入金の増減額（△は増加） 295

仕入債務の増減額（△は減少） △180

未払金の増減額（△は減少） △108

未払費用の増減額（△は減少） △65

入居保証金の増減額（△は減少） 1,091

その他 555

小計 5,867

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △182

法人税等の支払額 △1,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,726

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 △1,542

子会社株式の取得による支出 △2,163

差入保証金の差入による支出 △761

差入保証金の回収による収入 116

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 3

その他 △319

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,671
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 10,610

短期借入金の返済による支出 △4,826

長期借入金の返済による支出 △6,258

株式の発行による収入 18

自己株式の取得による支出 △1,599

自己株式の処分による収入 1,094

配当金の支払額 △619

少数株主からの株式取得による支出 △102

その他 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,737

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,691

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 3,768
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20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 45,285 7,012 833 53,130 － 53,130

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
528 － 1,502 2,031 (2,031) －

計 45,814 7,012 2,335 55,162 (2,031) 53,130

営業利益（又は営業損失） 2,404 1,088 63 3,556 (1,044) 2,512

(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、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。

　

　　

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日） 

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

（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。又、平成20年８月19日開催の取締役会決議に基づき、平成20年９月３日第三者割当により自

己株式を600,000株（1,051百万円）処分いたしました。

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２四半期連結会計期間において自己株式が482百万円

増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が501百万円となっております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

科目

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 51,142

Ⅱ　売上原価 17,769

売上総利益 33,372

Ⅲ　販売費及び一般管理費 31,846

営業利益 1,526

Ⅳ　営業外収益 380

Ⅴ　営業外費用 278

経常利益 1,627

Ⅵ　特別利益 611

Ⅶ　特別損失 359

税金等調整前中間純利益 1,879

法人税等 331

少数株主利益　 31

中間純利益 1,516
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（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 1,879

減価償却費 2,078

固定資産除却損 176

減損損失 142

リース契約解約損 25

のれん償却額 253

販売促進引当金の増減額（△は減少） 95

受取利息及び受取配当金 △39

支払利息 198

売上債権の増減額（△は増加） △152

たな卸資産の増減額（△は増加） △48

仕入債務の増減額（△は減少） 39

未払金の増減額（△は減少） 17

未払費用の増減額（△は減少） △19

入居保証金の増減額（△は減少） 1,212

その他 △258

小計 5,600

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △191

法人税等の支払額 △1,202

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,217
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 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 △1,128

保証金の差入による支出 △980

保証金の回収による収入 105

貸付による支出 △2

貸付金の回収による収入 153

その他 △86

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,939

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 6,800

短期借入金の返済による支出 △6,810

長期借入金の返済による支出 △903

社債の償還による支出 △1,500

株式の発行による収入 51

配当金の支払額 △208

その他 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,613

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 16
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △317
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中間期末残高 7,211

ワタミ㈱ 7522 平成21年3月期　第2四半期決算短信

12



（３）セグメント情報

〔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

(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

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月1日　至　平成19年９月30日） 

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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