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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 10,123 ― △126 ― △139 ― △100 ―

20年3月期第2四半期 10,089 12.4 249 25.4 262 △2.0 96 △32.1

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 △15.87 ―

20年3月期第2四半期 15.20 ―

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 11,244 2,299 20.0 355.24
20年3月期 10,092 2,493 24.7 394.32

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,249百万円 20年3月期  2,496百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 12.00

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  無  
 

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 21,023 4.8 90 △75.8 7 △96.7 △147 ― △23.37

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、３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、３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．上記の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月20日付の「特別損失の発生並
びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  6,331,920株 20年3月期  6,331,920株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  170株 20年3月期  170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  6,331,750株 20年3月期第2四半期  6,331,800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世界的な金融不安と

米国経済の減速懸念、原油をはじめとする原材料価格の高騰による企業業績の減速傾向が鮮明となり、先行き不透明

な状況で推移いたしました。

　外食産業におきましては、食の安全性への信頼を揺るがす度重なる不祥事により外食の安全・安心に対する懸念の

拡大、石油製品・食料品等の値上げによる消費者の節約意識の高まりに伴った外食支出の抑制、労働力確保に対する

人件費の増加等、依然として厳しい環境が続いております。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、中期経営計画「WDI Challenge 2010」の初年度として将

来における更なる成長の礎を築くため国内外において出店地域の拡大推進、旗艦店舗移転等、新規投資を積極的に行っ

て参りました。

　新規出店といたしまして日本国内では、重要文化財に指定されている明治生命館（東京・丸の内）に世界３号店と

なる「グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン」を出店、旗艦店舗であるクラブレストラン「センチュ

リーコート丸の内」を六本木ロアビルより移転いたしました。また、三井アウトレットパーク入間に「ストーンバー

グ」を、アトレヴィ田端にカプリチョーザの新しいヴァージョンとなる小型化店舗「PASTA CAFEカプリチョーザ」を

それぞれ出店いたしました。

　海外では、米国ニューヨークで著名なステーキレストラン「Wolfgang's Steakhouse By Wolfgang Zwiener」を米国

カリフォルニア州ビバリーヒルズに、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」の海外直営１号店をグアムに出店いたし

ました。フランチャイズ展開におきましては、「カプリチョーザ」を日本国内に３店舗、韓国に１店舗の出店をいた

しました。

 上記の新規出店店舗に係る出店費用256百万円を計上していることに加え、高級業態を中心として新規出店店舗にお

ける売上高が事前の想定以上に日米の景気悪化の影響を受けて低迷しており、また今後米国にて出店予定である大型

３店舗の工事進捗が遅延していることから開業前経費が嵩むこととなりました。

　既存店舗に関しましては、比較的堅調な業績で推移いたしておりますが、上記の経費負担増に加え、店舗閉鎖損失

及び減損損失33百万円の計上を行った結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高10,123百万円、営業損失126

百万円、経常損失139百万円、四半期純損失100百万円となりました。

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２四半期末の総資産については、有形固定資産の増加などにより前期末に比べ1,152百万円増加し、11,244百万

円となりました。

　負債については、長期借入金の増加などにより、前期末に比べ1,345百万円増加し8,944百万円となりました。

　純資産については、四半期純損失100百万円の計上による利益剰余金の減少、為替換算調整勘定の減少等により、前

期末に比べ193百万円減少し2,299百万円となりました。

　（２）キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、2,073百万円となり、前連結会計

年度末より374百万円増加いたしました。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す。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は127百万円となりました。これは主に減価償却

費の計上367百万円があった一方で、法人税等の支払い214百万円や税金等調整前四半期純損失167百万円があった事に

よるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動により減少した資金は1,177百万円となりました。これは事業拡大のため有形固定資産取得による支出1,319

百万円があった事によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動により増加した資金は1,415百万円となりました。これは長期借入金の借入による収入2,416百万円があっ

た一方で、長期借入金の返済による支出が1,028百万円あった事によるものです。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　2008年10月20日付「特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2009年3月期の

連結業績予想から修正は行っておりません。

（ご参考）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

　通期連結業績予想 21,023 90 7 △147

　　　詳細につきましては、2008年10月20日付「特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。

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

①　定率法を採用している固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法

により算定しております。

②　税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用する方法をとっております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

③　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、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、且つ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

①　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。

②　通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来主として移動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）が適用された事に伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失は442千円増加しております。

③　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

④　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

2008年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する事ができる事になった事に

伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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引続き採用しております。これにより、当第２四半期連結累計期間

の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。



⑤　前連結会計年度まで営業外収益として計上しておりました仕入先からの販売協力金について、第１四半期連

結会計期間より売上原価から控除する方法に変更しております。この変更は、店舗数の増加に伴って近年、販

売協力金が増加している事から当該販売協力金を飲料販売に係る売上原価に含め、売上高に直接的に対応させ

る事により、売上総利益をより適正に表示する事を目的に行ったものであります。これにより、当第２四半期

連結累計期間の売上原価は37,333千円減少、売上総利益は同額増加して営業損失が同額減少するものの、経常

損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

⑥　シンジケートローンに係る手数料は、従来、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、シンジケー

トローンに係る手数料の金額的重要性が高まった事に伴いその性格について見直した結果、金融費用としての

性質をより適正に表示するため、当第２四半期連結会計期間より営業外費用として計上することとしました。

この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比較し、当第２四半期連結累計期間の営業損失が19,013千

円減少しておりますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において新規にシンジケートローン契約を締結したことに伴い、当該変更

を当第２四半期連結会計期間に行ったため、第１四半期連結累計期間は従来の方法によっています。従って、

第１四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営業損失が9,145千円多く計上されており

ますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2008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 
(2008年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,108,351 1,736,585

売掛金 210,007 206,983

商品 191,136 204,226

原材料 180,185 135,460

貯蔵品 39,970 27,382

1年内回収予定の長期貸付金 102,082 112,123

預け金 471,312 530,674

繰延税金資産 217,982 220,603

その他 398,247 578,198

貸倒引当金 △213 △298

流動資産合計 3,919,063 3,751,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,831,410 5,264,398

土地 246,189 246,189

建設仮勘定 431,577 190,983

その他 1,594,566 1,250,244

減価償却累計額 △3,794,256 △3,565,482

有形固定資産合計 4,309,487 3,386,333

無形固定資産   

のれん 2,066 4,133

その他 368,435 396,044

無形固定資産合計 370,502 400,177

投資その他の資産   

投資有価証券 16,962 21,762

長期貸付金 153,465 203,042

敷金及び保証金 1,739,933 1,640,009

繰延税金資産 223,563 202,683

その他 511,361 486,090

貸倒引当金 △14 △13

投資その他の資産合計 2,645,272 2,553,575

固定資産合計 7,325,262 6,340,086

資産合計 11,244,325 10,092,027



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2008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 
(2008年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 539,136 519,871

1年内返済予定の長期借入金 2,008,079 1,899,164

未払金 598,115 545,629

未払法人税等 13,590 175,653

賞与引当金 235,043 228,509

販売促進引当金 9,000 10,500

その他 610,995 588,880

流動負債合計 4,013,962 3,968,209

固定負債   

長期借入金 4,537,945 3,270,291

その他 392,865 360,468

固定負債合計 4,930,810 3,630,759

負債合計 8,944,772 7,598,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,558 585,558

資本剰余金 588,655 588,655

利益剰余金 1,170,866 1,347,351

自己株式 △124 △124

株主資本合計 2,344,955 2,521,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 936 △1,129

為替換算調整勘定 △96,616 △23,560

評価・換算差額等合計 △95,680 △24,689

少数株主持分 50,276 △3,692

純資産合計 2,299,552 2,493,058

負債純資産合計 11,244,325 10,092,027



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

売上高 10,123,148

売上原価 2,541,543

売上総利益 7,581,604

販売費及び一般管理費 7,707,919

営業損失（△） △126,314

営業外収益  

受取利息 12,052

為替差益 32,894

出資金運用益 10,413

その他 26,430

営業外収益合計 81,791

営業外費用  

支払利息 66,181

その他 28,318

営業外費用合計 94,499

経常損失（△） △139,022

特別利益  

固定資産売却益 5,056

特別利益合計 5,056

特別損失  

固定資産除却損 30

店舗閉鎖損失 9,696

減損損失 23,905

特別損失合計 33,632

税金等調整前四半期純損失（△） △167,598

法人税等 △16,645

少数株主損失（△） △50,448

四半期純損失（△） △100,504



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008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損失（△） △167,598

減価償却費 367,539

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84

受取利息 △12,052

支払利息 66,181

為替差損益（△は益） 4,982

出資金運用損益（△は益） △10,413

店舗閉鎖損失 9,696

減損損失 23,905

売上債権の増減額（△は増加） △25,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,216

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18,503

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,751

仕入債務の増減額（△は減少） 30,640

その他の流動負債の増減額（△は減少） 71,961

その他の固定負債の増減額（△は減少） 47,527

その他 10,299

小計 397,668

利息の受取額 12,679

利息の支払額 △69,218

法人税等の支払額 △214,992

法人税等の還付額 1,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,246

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 △1,319,487

有形固定資産の売却による収入 256,904

無形固定資産の取得による支出 △16,562

出資金の回収による収入 26,850

長期貸付けによる支出 △3,943

長期貸付金の回収による収入 46,399

定期預金の預入による支出 △3,231

定期預金の払戻による収入 2,256

敷金及び保証金の差入による支出 △115,662

敷金及び保証金の回収による収入 8,101

投資その他の資産の増減額（△は増加） △53,267

その他 △5,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,177,559



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 2,416,470

長期借入金の返済による支出 △1,028,922

配当金の支払額 △75,981

少数株主からの払込みによる収入 103,846

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,415,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 374,682

現金及び現金同等物の期首残高 1,699,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,073,897



　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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「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　2007年４月１日

    至　2007年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,089,313

Ⅱ　売上原価 2,554,900

売上総利益 7,534,413

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,284,966

営業利益 249,446

Ⅳ　営業外収益 101,533

Ⅴ　営業外費用 88,395

経常利益 262,584

Ⅵ　特別利益 53,558

Ⅶ　特別損失 103,201

税金等調整前中間純利益 212,941

法人税等調整額 119,686

少数株主損失　 △3,010

中間純利益 96,265
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