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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 83,225 ― 4,515 ― 4,591 ― 2,211 ―
20年3月期第3四半期 77,804 5.9 3,440 28.7 3,588 30.3 2,759 157.8

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3四半期 53.95 53.61
20年3月期第3四半期 66.43 65.88

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3四半期 66,672 22,467 33.4 554.27
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3四半期  22,275百万円 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  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 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.その他をご覧下さい。  

(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.その他をご覧下さい。  

(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3四半期  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3四半期  1,498,163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3四半期  40,984,863株 20年3月期第3四半期  41,538,920株



当第３四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

による景気後退が国内経済にも波及し、企業業績・雇用環境の悪化から個人消費が落ち込み、景気は大きく後退局面

を迎えております。 

このような環境下、当社グループでは、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。 

外食事業においては、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、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13店（ＦＣ１店含む）、海外５店、業態転換を38店行う一方、「和民市場」

「然の家」の業態を整理し、16店の撤退を実施しました。また食の安全を脅かす事件が多発する中、安全・安心な商

品をお届けすること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100.2％となりました。農業を含む外食事業の売上高は68,970百万円となりました。 

介護事業においては５棟の新規施設を開設し、当第３四半期連結累計期間末施設数は37棟となっております。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」のブランド構築に取り組んでまいり

ました。既存施設の入居率は93.4％と高水準を維持しております。介護事業の売上高は10,810百万円となりました。

７月末に株式を取得した㈱タクショクを含むその他事業の売上高は3,444百万円となりました。 

当第３四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83,225百万

円（前期比106.9％）、営業利益4,515百万円（前期比131.2％）、経常利益4,591百万円（前期比127.9％）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541百万円計上し四半期純利益は2,211百

万円（前期比80.1％※）となりました。なお、12月に外食子会社で実施しました販売促進の引当（第４四半期に使用

が想定される未使用金券）として491百万円を計上（売上高を減額）しております。 

※前期においては特別利益として消費税免除益892百万円を計上しております。  

（注）前期比は参考として記載しております。

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、66,672百万円と前期末比5,369百万円の増加となりました。流動資産は前期末比1,674

百万円増加し14,056百万円、固定資産は前期末比3,694百万円増加し52,616百万円、流動負債は前期末比4,324百万円

増加し24,576百万円、固定負債は前期末比2,579百万円増加し19,628百万円、純資産は1,535百万円減少し22,467百万

円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、6,623百万円となりまし

た。各キャッシュフローの状況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7,671百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益が4,118百

万円、減価償却費が2,839百万円、入居保証金の増加額が1,282百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額

が3,594百万円であります。 

（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5,827百万円となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が1,906百万

円、子会社株式取得による支出が2,457百万円、保証金の差入による支出が1,219百万円であります。 

（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1,653百万円となりました。収入の主な内訳は短期借入れによる収入が16,408百万

円、長期借入れによる収入が2,000百万円、支出の主な内訳は短期借入金の返済による支出が9,521百万円、長期借入

金の返済による支出が6,652百万円、自己株式の取得による支出が3,840百万円であります。  

  

平成20年11月11日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。  

  

   

（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。  

  

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） 

（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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,623 6,459

売掛金 2,797 2,049

商品 267 249

製品 132 110

原材料 393 285

仕掛品 419 388

その他 3,434 2,842

貸倒引当金 △12 △3

流動資産合計 14,056 12,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,551 18,883

その他 2,264 1,514

有形固定資産合計 20,815 20,398

無形固定資産   

のれん 10,163 7,742

その他 699 794

無形固定資産合計 10,863 8,536

投資その他の資産   

差入保証金 16,913 16,061

その他 4,145 3,961

貸倒引当金 △120 △35

投資その他の資産合計 20,937 19,986

固定資産合計 52,616 48,921

繰延資産 0 0

資産合計 66,672 61,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,285 3,209

短期借入金 8,541 7,076

未払法人税等 747 1,851

賞与引当金 55 21

販売促進引当金 719 143

債務保証損失引当金 18 －

その他 10,209 7,950

流動負債合計 24,576 20,251

固定負債   

社債 320 －

長期借入金 13,177 11,848

退職給付引当金 73 －

役員退職慰労引当金 207 －

負ののれん 16 21

その他 5,832 5,178

固定負債合計 19,628 17,048

負債合計 44,205 37,300
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

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 15,534 14,419

自己株式 △2,661 △18

株主資本合計 22,285 23,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 10

為替換算調整勘定 △16 8

評価・換算差額等合計 △10 19

新株予約権 165 99

少数株主持分 26 89

純資産合計 22,467 24,003

負債純資産合計 66,672 61,303
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 83,225

売上原価 30,580

売上総利益 52,645

販売費及び一般管理費 48,129

営業利益 4,515

営業外収益  

受取利息 65

設備賃貸料 496

雑収入 407

営業外収益合計 969

営業外費用  

支払利息 253

設備賃貸費用 531

雑損失 109

営業外費用合計 893

経常利益 4,591

特別利益  

遺贈金収入 68

特別利益合計 68

特別損失  

固定資産除却損 214

リース解約損 15

賃貸借契約解約損 42

減損損失 268

特別損失合計 541

税金等調整前四半期純利益 4,118

法人税、住民税及び事業税 1,874

法人税等調整額 33

法人税等合計 1,907

少数株主損失 1

四半期純利益 2,211
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 4,118

減価償却費 2,839

のれん償却額 448

遺贈金収入 △68

減損損失 268

販売促進引当金の増減額（△は減少） 576

受取利息及び受取配当金 △65

支払利息 253

固定資産除却損 214

リース解約損 15

売上債権の増減額（△は増加） △710

たな卸資産の増減額（△は増加） △151

未収入金の増減額（△は増加） 378

仕入債務の増減額（△は減少） 568

未払金の増減額（△は減少） 90

未払費用の増減額（△は減少） 493

入居保証金の増減額（△は減少） 1,282

その他 973

小計 11,525

利息及び配当金の受取額 16

利息の支払額 △275

法人税等の支払額 △3,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,671

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 △1,906

子会社株式の取得による支出 △2,457

差入保証金の差入による支出 △1,219

差入保証金の回収による収入 160

貸付けによる支出 △11

貸付金の回収による収入 5

その他 △397

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,827
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 16,408

短期借入金の返済による支出 △9,521

長期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △6,652

社債の償還による支出 △20

株式の発行による収入 18

自己株式の取得による支出 △3,840

自己株式の処分による収入 1,138

配当金の支払額 △1,015

少数株主からの株式取得による支出 △102

その他 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 163

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 6,623
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

(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、弁当宅配事業など 

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。 

  

  

  
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  68,970  10,810  3,444  83,225     －  83,225

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 800     －  2,140  2,940  (2,940)     － 

計  69,770  10,810  5,585  86,166  (2,940)  83,225

営業利益  4,291  1,638  161  6,091  (1,576)  4,515

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

      全セグメントの売上高の合計額に占める「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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

  

  

（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日開催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。又、平成20年11月11日開催の取締役会決議に基づき、

平成20年11月12日付で自己株式を1,250,000株（2,233百万円）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３四半期連結累計期間において自己株式が2,643百万円増加し、当第３四半期連結会

計期間末において自己株式が2,661百万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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  77,804

Ⅱ 売上原価  26,758

売上総利益  51,045

Ⅲ 販売費及び一般管理費  47,605

営業利益  3,440

Ⅳ 営業外収益  721

Ⅴ 営業外費用  573

経常利益  3,588

Ⅵ 特別利益  970

Ⅶ 特別損失  405

税金等調整前四半期純利益  4,153

法人税等  1,351

少数株主利益   42

四半期純利益  2,759
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期（当期）純利益   4,153

減価償却費   3,100

のれん償却額  386

減損損失   142

リース契約解約損   27

固定資産除却損   218

販売促進引当金の増減額（△は減少）   △11

受取利息及び受取配当金  △39

支払利息   285

売上債権の増減額（△は増加）   △597

たな卸資産の増減額（△は増加）   △117

仕入債務の増減額（△は減少）   684

未払金の増減額（△は減少）   △52

未払費用の増減額（△は減少）   388

入居保証金の増減額（△は減少）   1,525

その他   △229

小計  9,865

利息及び配当金の受取額  11

利息の支払額   △283

法人税等の支払額   △2,084

営業活動によるキャッシュ・フロー  7,508
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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   △1,661

保証金の差入による支出  △1,768

保証金の回収による支出  143

貸付による支出   △4

貸付金の回収による収入  154

その他   △225

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,360

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   7,300

短期借入金の返済による支出   △9,308

長期借入れによる収入  70

長期借入金の返済による支出   △1,360

社債の償還による支出   △1,500

株式の発行による収入   101

配当金の支払額   △401

その他   △101

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,198

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △15

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  △1,066

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  6,462
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

(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  

  

  
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  69,293  7,561  949  77,804     －  77,804

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 486     －  2,079  2,566  (2,566)     － 

計  69,779  7,561  3,029  80,370  (2,566)  77,804

営業費用   65,784  6,568  2,920  75,273  (909)  74,363

営業利益  3,995  993  108  5,097  (1,656)  3,440

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12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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６．その他の情報 

 該当事項はありません。  
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