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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 20,083 0.1 △164 ― △368 ― △1,087 ―

20年3月期 20,061 7.7 374 152.6 230 △2.8 189 △48.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △171.83 ― △59.7 △3.7 △0.8

20年3月期 29.90 ― 7.7 2.3 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 9,973 1,126 11.5 181.34
20年3月期 10,092 2,493 24.7 394.32

（参考） 自己資本   21年3月期  1,148百万円 20年3月期  2,496百万円

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

21年3月期 208 △2,197 1,360 1,256
20年3月期 742 △710 △7 1,699

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00 75 40.1 3.1
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 6.00 6.00 15.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

9,549 △5.7 182 ― 85 ― 151 ― 23.98

通期 19,109 △4.9 517 ― 300 ― 254 ― 40.12
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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  

（注）詳細は９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（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） 

（注）詳細は23ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 W STEAK SOUTH BEACH,L.L.C. ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  170株 20年3月期  170株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,012 1.6 21 △94.4 △42 ― △697 ―

20年3月期 14,779 5.2 385 ― 220 20.2 105 440.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △110.19 ―

20年3月期 16.67 ―

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 9,302 1,177 12.7 186.04
20年3月期 8,916 1,953 21.9 308.48

（参考） 自己資本 21年3月期  1,177百万円 20年3月期  1,953百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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あたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

6,913 △8.2 187 ― 120 ― 79 ― 12.63

通期 13,915 △7.3 461 ― 321 ― 249 ― 39.45

- 2 -



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度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危機に加え、世界

的な景気後退の影響を受け、株式・為替市場、原材料等商品市場の大幅な変動や信用収縮、企業の生産減・設備投資

の抑制、さらには雇用情勢の悪化など、極めて厳しい局面となりました。 

 外食産業におきましては、景気後退及び先行きへの不安感による、生活防衛意識の高まりから消費マインドは低迷

を続け、依然として厳しい状況で推移しております。 

当社グループにおきましては、昨年来注力してきた成長拡大への積極的な新規投資を当連結会計年度も継続して、

10店舗の新規出店を行いました。 

しかしながら、いわゆるリーマン・ショック以降の急激な景気減退とそれに伴う個人消費の落ち込みを受けて、新

規店舗のみならず従来堅調な業績推移にあった既存店舗においても業績に変調を来たす状況に至り、速やかに成長拡

大路線の見直しを行い、その結果、計画の遂行過程にあった中期経営計画「WDI Challenge 2010」の目標変更と

「WDI Challenge 2010」の一環として2009年度１年間の実施を目標とする「WDI Revival Plan 2009」の追加策定を

行いました。 

「WDI Challenge 2010」では、定量目標として定めた「連結売上高250億円」「海外売上比率32％」については目標

から外し「連結営業利益率４％」の達成にのみフォーカスして、劇的な変化を遂げる経済環境に対応できる強固な収

益基盤の構築を目標といたします。 

 「WDI Revival Plan 2009」は、景気及び個人消費の低迷が相当程度、長期化することを想定して、その環境下に

おいても、中長期に亘って着実に成長を遂げられる経営体質の構築を目的として策定いたしました。基本方針とし

て、４つの「選択と集中」（①本社のダウンサイジング、②不採算業態からの撤退、③不採算店舗の閉鎖、④福利厚

生費の圧縮）をテーマにしております。また、このうち、②不採算業態からの撤退、③不採算店舗の閉鎖につきまし

ては、積極的なスクラップの早期実施により企業体質強化の端緒を開くことを目的として、当連結会計年度より先行

して実施しております。 

 業績につきましては、新規出店店舗が想定の売上を下回ったこと、従来比較的堅調に推移してきた既存店舗が、

第２四半期以降、中・高価格帯業態を中心に来店客数の減少、客単価の低下に見舞われ、その影響から当連結会計年

度の売上高は20,083百万円（前年同期比0.1％増）となりました。 

 営業損失は、高級業態を中心とした国内、海外の新規出店店舗に係る開業経費462百万円の負担により164百万円

（前期は営業利益374百万円）となりました。 

 経常損失は、期末為替レートが予想に比べて円高となったことによる為替差損62百万円を計上したことにより、

368百万円（前期は経常利益230百万円）となりました。 

 当期純損失は、以上の影響に加えて、当連結会計年度における店舗閉鎖関係の損失392百万円、次期閉鎖見込み店

舗に係る損失265百万円を含め、特別損失918百万円を計上したことにより1,087百万円（前期は当期純利益189百万

円）となりました。 

 所在地セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ①日本 

  国内は、前述の高級業態主体の新規出店により売上高は15,012百万円（前年同期比1.6％増）と成長したものの、

営業利益は、開業経費199百万円の負担により493百万円（前年同期比46.9％減）となりました。 

 ②北米 

  米国では、景気後退の影響を受けた既存店舗の売上高が減少、また、新規出店した大型店舗の開業経費199百万円

の負担により、売上高は3,296百万円（前年同期比5.7％減）、営業損失は271百万円（前期は営業損失174百万円）と

なりました。 

 ③ミクロネシア 

  ミクロネシアでは、既存店が好調に推移し売上高は、1,646百万円（前年同期比4.1％減）、また、新規出店店舗

の開業経費63百万円により、営業利益は91百万円（前年同期比60.0％減）となりました。 

 ④アジア 

  アジアでは、既存店が好調に推移し、売上高は163百万円（前年同期比47.2％増）、営業利益は40百万円（前年同

期比169.1％増）となりました。 
  
  【次期の見通し】 

  次期の見通しにつきましては、景気回復の目処は立っておらず、消費者の消費意欲は一層減退することが予測され、

依然として厳しい状況が続くと思われます。 

 このような環境のもと、当社グループは、「WDI Revival Plan 2009」の達成に向けた取組みを行うとともに、本年

度も「地域一番店プロジェクト」を継続して推進することで、リピーターの確保による客数の向上、売上の回復を目指

してまいります。一方、個別店舗における収益向上への取組みとして、いわゆるプライムコストと呼ばれている売上原

１．経営成績
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価・人件費の売上に対する割合を抑えることに注力してまいります。 

 2010年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高19,109百万円（前期比4.9％減）、営業利益517百万円（前期

営業損失164百万円）、経常利益300百万円（前期経常損失368百万円）、当期純利益254百万円（前期純損失1,087百万

円）を予想しております。なお、後述の「事業等のリスク」においても記載しておりますが、為替レートの変動により

為替差損益が発生する可能性があります。 

 個別業績見通しにつきましては、売上高13,915百万円（前期比7.3％減）、営業利益461百万円（前期営業利益21百万

円）、経常利益321百万円（前期経常損失42百万円）、当期純利益249百万円（前期純損失697百万円）を予想しており

ます。 
  
(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の流動資産は3,000百万円（前期末比751百万円減）となり、その内、現金及び預金は1,387百万

円（前期末比349百万円減）となりました。また、棚卸資産は304百万円（前期末比62百万円減）となりました。固定

資産は6,972百万円（前期末比632百万円増）となりました。これは、新規出店に伴う建物及び構築物の増加が主な要

因であります。 

  負債につきましては、8,847百万円（前期末比1,248百万円増）となりました。これは長期借入金の増加が主な要因

であります。 

  純資産につきましては、利益剰余金の減少により1,126百万円（前期末比1,367百万円減）となりました。 

 ②キャッシュフローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,256百万円となり、前連結会計年

度より443百万円減少いたしました。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あります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は208百万円（前年同期比72.0％減）となりました。これは

主に減価償却費810百万円、減損損失569百万円を計上する一方で、税金等調整前当期純損失1,280百万円、法人税等

の支払額347百万円があり、その結果、営業活動によるキャッシュフローは前連結会計年度の742百万円に比べ534百

万円減少しております。 

  （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2,197百万円（前年同期は710百万円の減少）となりました。これは有形固定資産の

売却による収入280百万円や敷金保証金の回収による収入201百万円があったものの、事業拡大のため有形固定資産の

取得による支出2,359百万円及び敷金保証金の差入による支出121百万円があったことによるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により獲得した資金は1,360百万円（前年同期は7百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金に

よる収入3,014百万円によるものの、長期借入金の返済による支出1,687百万円があったことによるものであります。
   
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移   

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 

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 

（注１）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。  

（注２）株式時価増額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）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。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている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・次期の配当 

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としており

ます。健全な経営基盤を維持拡大するため内部留保の充実を図りながら、業績に応じて増配などによる弾力的な還元

を検討してまいります。 

 なお、期末配当金につきましては、業績を勘案した結果、無配とする予定であります。また、次期配当につきまし

  2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

 自己資本比率（％）  24.7  24.7  11.5

 時価ベースの自己資本比率（％）  54.6  24.2  12.2

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  2,275.9  696.5  3,109.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  2.4  6.8  1.4
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ては、１株当たり６円の期末配当を予定しております。 
  
(4）事業等のリスク 

   本書に記載した事業の状況及び経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項は以下のようなものがあります。 

  なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。 

 ①出店について 

当社グループは、国内外の主要都市及び観光地を中心にショッピングモール、駅ビルその他商業施設等の飲食

店の需要が多い場所に店舗を展開しております。店舗の新規出店に際しては商圏の調査とともに店舗の採算を充

分試算し、収益性を重視するため、家賃や差入保証金等の契約条件、予想客数、競合店舗を勘案した上で、収支

予測等の一定の条件を満たした物件のみを出店対象としております。 

このため、出店条件を満たす物件がない場合、出店計画を変更する場合があり、その際は当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。なお、出店に際しては、広告宣伝費、人件費や消耗品費等の費用が売上に先

行して発生するため、複数の出店が同時期に重なる場合には、売上を上回る費用が計上される可能性がありま

す。また、当社グループは店舗毎の収益性・キャッシュフローを重視しており、環境の変化等の外的要因により

収益の回復が見込まれない不採算店舗については、閉店する方針としております。このような不採算店舗が増加

した場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②フランチャイザーとの契約更新に係るリスクについて 

当社グループは、国内外優良業態の発掘と独自の業態の開発を主な経営戦略としております。自社で開発した

業態以外のブランドをＦＣとして展開する場合、その条件を取り決め、契約を締結しております。各フランチャ

イザーとは友好的な関係を築き、良いビジネスパートナーとしての努力をしておりますが、契約期間満了時に万

一、契約が更新されない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 ③フランチャイズ事業に係るリスクについて 

当社グループは、日本及び米国を中心に様々な業態の店舗を運営する外食産業であり、2009年３月期末日にお

いて国内に75の直営店舗と、米国を中心に海外に19の直営店舗による展開を行っております。又、カプリチョー

ザ、トニーローマ、巨牛荘についてはフランチャイズ展開を行っており、国内に81店舗、米国及び韓国、台湾、

フィリピン等においては13店舗の経営指導を行っております。 

フランチャイズ展開を行うにあたり、当社グループは、フランチャイジーとの間で下記のような加盟契約を結

んでおります。 

     a.加盟前提条件 

３業態全てに対して、法人組織である事が前提となっております。そして、複数店展開を視野に入れ

た長期ビジョンに基づき、その実現に情熱を注げる方を求めております。 

     b.加盟に際して必要とされる契約金、その他加盟契約要旨 

  カプリチョーザ トニーローマ 巨牛荘 

新規ＦＣ加盟金 
万円 

 ２店舗目以降はなし 

100 万円 

１店舗毎に必要 

500 万円 

１店舗毎に必要 

400

出店契約料 万円 200  －  －

基本設計料 

100万円 

２店舗目以降は50万円  

店舗の基本レイアウト図の制作

と厨房設計料 

万円 

店舗の基本レイアウト図の制作

と厨房設計料 

100 万円 

店舗の基本レイアウト図の制作

と厨房設計料 

100

ロイヤルティ 

月々の売上の６％ 

但し、１オーナー５店舗以上

９店舗以下の開店店舗に対し

５％、前記同様に10店舗以上

に対し４％ 

（閉店他、契約解除により、

上記条件以下の店舗数となっ

た場合は条件解除とする） 

月々の売上の６％ 月々の売上の５％ 

契約期間 ５年 10年 ５年 

更新期間 

５年 

期間満了の３ヶ月前までに双方

に異存がなければ自動更新 

10年 

期間満了の６ヶ月前までに双方

に異存がなければ自動更新 

５年 

期間満了の３ヶ月前までに双方

に異存がなければ自動更新 
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   c.フランチャイズ展開に係るリスクについて 

 フランチャイズ展開では、一般的に店舗運営の進め方や実際のオペレーション等の方法を提供し、そ

れによってＦＣ加盟店は統一的な店舗運営を行っております。しかしながら、全てのＦＣ加盟店に統一

的な店舗運営の方法を浸透させることは必ずしも容易なことではなく、又当社グループの指導に従わな

いＦＣ加盟店が存在する場合もありえます。このような場合には、ブランドイメージが損なわれること

などから、当社グループ全体に影響を及ぼす可能性があります。 

又、フランチャイズ展開では通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店

の募集を行っておりますが、実際にＦＣ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、トラブ

ル又は訴訟に発展する場合があります。 

当社グループにおいては、設立以来、現在に至るまでＦＣ加盟店からそのような提訴をされたことはあ

りませんが、ＦＣ加盟店とのトラブルが訴訟に発展した場合、当社グループの経営成績及び今後の事業展

開が影響を受ける可能性は否定できません。 

    d.加盟契約締結後の出店状況について 

当社グループは、ＦＣ加盟店に対してはスーパーバイザーの派遣や集合研修を開催するなど、十分な

営業支援を行っておりますが、支援が及ばない範囲でのＦＣ加盟店に対する苦情などにより、営業継続

が困難と判断した場合には閉店を勧奨することもあるため、加盟店契約を解消した場合は、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

又、ＦＣ加盟店との契約関係を解消し、新たなＦＣ加盟店を募集する必要が生じるケースもありま

す。このような場合には、トラブルの解決、契約解除などのために当社グループが何らかの負担を求め

られる場合もあり、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

なお、当社グループがＦＣ加盟店から収受する加盟金は、加盟契約において理由の如何（店舗の開設

又は営業の開始の有無など）を問わず一切返還しないものと定められておりますが、契約解除の理由な

どを考慮して当社グループがＦＣ加盟店に対して加盟金を返還する可能性があります。そのような場

合、当社グループの業績と財政状態が影響を受ける可能性があります。 

    e.フランチャイズに関する法的規制などについて 

当社グループは、フランチャイズの運営に関して中小小売商業振興法及び独占禁止法の規制を受けて

おります。これらの法律は、当社グループに対して加盟契約締結前の情報開示を定めておりますので、

法的規制などの改廃、又は新たな法律などの制定により当社グループの事業が影響を受ける可能性があ

ります。 

 ④合弁会社の設立 

当社グループは、主に海外の事業展開において、フランチャイズ以外で合弁会社を設立して店舗を出店してお

ります。合弁会社による店舗出店については、当社グループの事情や判断以外でも、合弁相手の合弁解消の申し

出により当社グループの持分を売却する可能性があります。合弁解消については、当社グループにおいて充分検

討した上で決定いたしておりますが、持分を売却した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 ⑤天候等外的な要因による影響について 

  a.天候の影響について 

当社グループの主要事業であるレストラン運営事業は、天候要因（天気・気温など）により来店客数

が変動しやすい可能性があります。このため、悪天候が長期に及ぶ場合、来店客数の減少により当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   b.災害の影響について 

災害発生時には、店舗への被害はもちろん交通機関への被害等から、外食に対する消費マインドが低

くなることが予想され、一時的に来店客数が減少する可能性があります。又、店舗への被害により、修

理や改築を行うための費用がかかる可能性もあります。これらのことから災害が発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼすことが考えられます。 

   C.食品の安全性について 

当社グループにおいては、飲食店における衛生管理の重要性に鑑み、法定の食品衛生に加え、定期的

な細菌検査のほか、衛生管理担当者による店舗巡回指導、及び衛生管理の取組み状況を人事考課に網羅

するなど、衛生に対する意識向上に努めております。 

しかしながら、このような施策を実施しても当社グループの店舗における食中毒等の発生の可能性は

否定できず、万一これら食品の安全性に関する問題が生じた場合は、食品に対する消費者の不安が高ま
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る一因となるため、一時的な来店客数の減少により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

   d.原材料価格の変動について 

当社グループは、食品を扱っているため、天候による原材料の出来高等の影響があります。調達ルー

トを複数確保するよう努めておりますが、原材料が高騰し、購入費用が増加しますと、当社グループの

業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  e.為替レートの変動について 

当社グループの本社は、日本法人であり、海外関係会社の現地通貨建財務諸表を、連結財務諸表作成

のために、円換算しております。従って、為替レートの変動により、換算レートも変動し、円換算後の

損益に影響を受けることとなります。一般に、他通貨に対する円高は当社グループの事業に悪影響を及

ぼし、円安は当社グループの事業に好影響をもたらします。 

当社グループとしましては、世界情勢も勘案し予算を立てておりますが、予想外の変動が生じた場合

には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

又、当社グループの本社は海外関係会社に対して外貨による貸付を行っているため、為替レートの変

動により為替差損益が発生する可能性があります。 

 ⑥海外活動に関わるリスクについて 

当社グループの活動は国内だけに留まらず、米国やミクロネシア、アジア、ヨーロッパでも行われておりま

す。これらの海外市場へ事業進出をするにあたり、経済要因、予期しない法律又は規制の変更、人材の採用と確

保、テロ・戦争・その他の要因による社会的混乱等のリスクが伴います。 

また海外子会社において税務上の取扱により法人税等の負担率が変化する場合があり、これらのことにより業

績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

   ⑦敷金・保証金の回収について 

当社グループは賃借による出店形態が主であり、店舗の賃借に際しては、物件所有者に敷金・保証金を差し入

れております。当連結会計年度末における敷金・保証金の残高は1,544百万円となっております。当社グループ

においては、賃貸借契約の締結に際しては、物件所有者の信用状況等を確認するなど回収可能性を検討し、敷

金・保証金の低減交渉をした上で決定しております。今後、契約期間満了における閉店や不採算店舗のスクラッ

プにより敷金・保証金の回収が発生する際に、物件所有者の財政状態の変化等により回収不能となる可能性があ

り、回収不能となった場合は当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑧外食事業における法的規制について 

外食事業においては、食品衛生法の法的規制を受けております。食品衛生法の規定により、各店舗において食

品衛生責任者を各都道府県の保健所に届け出て許可を受けております。また、環境の保護に関して、省エネルギ

ー法等、各環境保全に関する法令の制限を受けております。これらの法的規制が強化された場合、それに対応す

るための新たな費用が増加すること等により、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 

 ⑨外食事業の競争が激しいことについて 

消費は依然として本格的な回復に至っていないことや参入障壁が低いこともあり、業界内での競争は激化して

おります。 

又、日本国内は少子高齢化により外食業界の規模の縮小が見込まれております。今後、出店競争がより激化

し、個人消費が低迷した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 

当社グループは、「ホスピタリティ」「本物志向」「グローバル」をキーワードとして独特な業態を有してお

り、価格競争には巻きこまれることなく、特色のある店舗を展開していく方針であります。又、当社グループの

強みである多業態のブランドポートフォリオを継続的に生かしていくため多様な業態を研究開発してまいりま

す。出店地域についても世界を視野に、既存の店舗がない地域への出店も検討しております。当社グループにお

いては、国内外におけるレストラン運営に関するノウハウを蓄積し、成長性と収益性を高めてまいる所存であり

ます。 

 ⑩重要な訴訟について 

 当社グループは、店舗顧客だけでなくＦＣ加盟店等当社グループを取り巻く全ての関係者に対して、「ホスピ

タリティ」をコーポレートキーワードの一つに掲げており、業務に励んでおります。又内部監査やコンプライア

ンス体制の充実により社内チェック体制を整備しており、必要に応じて取締役会及び監査役に報告することとな

っております。しかしながら、万一、第三者より、損害賠償請求等の重要な訴訟が提起された場合には、当社の

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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 ⑪シンジケートローン等による資金調達に伴う財務制限条項への抵触に伴うリスク 

当社及び当社グループが締結しておりますシンジケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約にはそれぞれ

財務制限条項が定められております。（詳細につきましては「注記事項（連結貸借対照表関係）」及び「注記事

項（貸借対照表関係）」をご覧ください。） 

今回の決算において、当社及び当社グループは上記財務制限条項に抵触いたしました。しかしながら、本件は

積極的なスクラップを早期に実施したこと及び当連結会計年度に新規出店が重なったことによる一時的な要因に

よる旨、既に各金融機関から理解をいただいております。これを受けて、本財務制限条項の抵触のみを持って貸

付資金の回収等となる恐れは回避できる見込みであります。  

但し、シンジケートローンによる資金調達にあたっては、引き続き純資産の維持及び利益の維持に関する財務

制限条項が付されており、抵触した場合には貸付人の請求により期限の利益を喪失し、一括返済することとなっ

ております。かかる状況となった場合は、当社及び当社グループの業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 ⑫有利子負債の依存度について 

当社グループは、借入金等の有利子負債の圧縮に極力努めておりますが、2009年３月期期末において、有利子

負債（借入金）の割合は64.9%と比較的高い状況にあります。今後調達金利の変動により、当社グループの業績及

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

- 8 -

㈱WDI　（3068）　2009年3月期決算短信



  

［事業系統図］（2009年３月31日現在） 

 
（注） 無印 連結子会社 

    ※１ 米国における「田舎家」のレストラン事業を行うため設立 

    ※２ 米国カリフォルニア州における「Wolfgang's Steakhouse」のレストラン事業を行うため設立 

    ※３ 米国ハワイ州における「Wolfgang's Steakhouse」のレストラン事業を行うため設立 

    ※４ 米国フロリダ州における「Wolfgang's Steakhouse」のレストラン事業を行うため設立 

    なお、WDI Saipan,Inc.につきましては、2009年１月末に売却をいたしましたので、事業系統図には記載し

    ておりません 。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは『ホスピタリティ』『本物志向』『グローバル』をキーワードとして、世界各地でレストランの運

営とブライダルの企画・運営を行っております。事業の柱は以下の３つとなります。 

  ①海外有名ブランドの輸入、また海外へ出店して展開する輸出 

  ②国内優良ブランドの発掘・展開 

  ③自社オリジナルブランド開発 

 フランチャイズ展開においては、カプリチョーザ、トニーローマ、巨牛荘の３業態で、国内外に出店しておりま

す。又、ストーンバーグについては、フランチャイズでの出店を目指し、加盟店募集等の活動を行っております。 

 今後も全業態について立地条件、地域等を検討しながら、バランスよく出店していく方針であります。 

   

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、コーポレートスローガンの「ダイニングカルチャーで世界をつなぐ」に則り、国内のみでなく海

外においてもレストランの運営を行っております。今後も、より収益性の高い海外部門を強化する方針を継続して、

海外部門の連結における売上構成比率向上を目標としてまいります。 

  又、2010年度までの中期経営計画「WDI Challenge 2010」を掲げ、諸施策の取組みを開始しておりましたが、今般

の経営環境を巡る劇的な変化に対応すべく計画目標の変更を行なっております。 

 定量目標として定めた「連結売上高250億円」「海外比率32％」「連結営業利益率４％」の内、「連結営業利益率

４％」の達成にのみフォーカスして「規模の成長」から「利益の成長」へ明確に成長のベクトルを変更いたしまし

た。  

  又、2009年度から１年間の計画で実施する「WDI Revival Plan 2009」を追加策定して、如何なる経済環境下にお

いても中長期に亘って着実な成長を遂げられる経営体質の強化と強固な収益基盤の構築を目標としております。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループといたしましては、「本物志向」に基づく店舗の出店が、商品力の向上や海外への更なる進出に資す

るものととらえ、当社特有の業態毎の個性に磨きをかける一方、更なる成長と収益力の向上を図るため、国内外の優

良業態の発掘、自社業態の開発を行ってまいります。 

  中期経営計画「WDI Challenge 2010」では、「プロの誇りを持ち、食文化事業のリーディングカンパニーとしてグ

ローバルな展開を目指します。」という目標のもと、「５つのChallenge」と題した具体的な政策の柱を設け、本社

機能、営業戦略、出店計画、採用・育成計画等において、見直しを図り改革を推進してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 外食産業の市場規模は減少傾向が続いており、また、一般消費者の購買意欲も冷え込みが続き、外食を手控えるム

ードが広がりつつあります。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、「WDI Revival Plan 2009」の実施・達成による経営基

盤の整備を行うとともに、中長期に亘って成長を遂げられる経営体質の構築を行ってまいります。 

 又、現在の厳しい環境下においても、今後の当社グループが成長を続けるためには、優秀な人材の確保及び育成は

不可欠であると認識しております。人材の確保につきましては、新卒採用に引き続き注力していくとともに、優秀な

契約社員・アルバイトの社員登用を積極的に推進してまいります。 

 人材の育成については、これまでよりも明確に社員が自身のキャリアプランを描ける人事制度を構築いたしまし

た。2009年度より運用を開始するこの人事制度では、社内教育プログラム（WDIカレッジ）による研修や専門的教育

と連動させることにより、社員の成長とキャリアアップを結び付けております。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  当該事項におきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,736,585 1,387,573

売掛金 206,983 208,028

たな卸資産 367,069 304,370

1年内回収予定の長期貸付金 112,123 88,753

預け金 530,674 470,179

繰延税金資産 220,603 283,084

その他 578,198 269,852

貸倒引当金 △298 △11,603

流動資産合計 3,751,940 3,000,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  5,264,398 ※1  5,368,386

減価償却累計額 △2,780,093 △2,734,452

建物及び構築物（純額） 2,484,305 2,633,933

工具、器具及び備品 － 1,417,194

減価償却累計額 － △808,915

工具、器具及び備品（純額） － 608,279

土地 ※1  246,189 ※1  232,941

建設仮勘定 190,983 668,729

その他 1,250,244 35,876

減価償却累計額 △785,388 △25,787

その他（純額） 464,856 10,089

有形固定資産合計 3,386,333 4,153,973

無形固定資産   

のれん 4,133 －

その他 396,044 329,499

無形固定資産合計 400,177 329,499

投資その他の資産   

投資有価証券 21,762 10,840

長期貸付金 203,042 110,597

敷金及び保証金 ※1  1,640,009 ※1  1,544,007

繰延税金資産 202,683 325,830

その他 486,090 509,756

貸倒引当金 △13 △11,679

投資その他の資産合計 2,553,575 2,489,353

固定資産合計 6,340,086 6,972,825

資産合計 10,092,027 9,973,065
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(2009年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 519,871 457,045

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※3  1,899,164 ※1, ※3  2,402,172

未払金 545,629 710,079

未払法人税等 175,653 1,391

賞与引当金 228,509 210,952

販売促進引当金 10,500 6,000

その他 588,880 598,335

流動負債合計 3,968,209 4,385,976

固定負債   

長期借入金 ※1, ※3  3,270,291 ※1, ※3  4,069,787

繰延税金負債 － 6,258

その他 360,468 385,012

固定負債合計 3,630,759 4,461,059

負債合計 7,598,968 8,847,035

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 1,347,351 180,759

自己株式 △124 △124

株主資本合計 2,521,440 1,354,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,129 △2,672

為替換算調整勘定 △23,560 △204,007

評価・換算差額等合計 △24,689 △206,679

少数株主持分 △3,692 △22,139

純資産合計 2,493,058 1,126,029

負債純資産合計 10,092,027 9,973,065

- 12 -

㈱WDI　（3068）　2009年3月期決算短信



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

売上高 20,061,424 20,083,511

売上原価 5,050,271 5,037,109

売上総利益 15,011,152 15,046,402

販売費及び一般管理費 ※1  14,636,657 ※1  15,210,996

営業利益又は営業損失（△） 374,495 △164,594

営業外収益   

受取利息 36,455 18,947

受取広告協賛金 74,809 －

受取補償金 35,346 31,104

その他 29,637 18,491

営業外収益合計 176,249 68,543

営業外費用   

支払利息 107,209 143,738

為替差損 172,661 62,756

出資金評価損 19,015 11,203

その他 21,813 55,053

営業外費用合計 320,699 272,751

経常利益又は経常損失（△） 230,044 △368,802

特別利益   

固定資産売却益 ※2  320,070 ※2  6,323

特別利益合計 320,070 6,323

特別損失   

固定資産除却損 ※3  72,367 ※3  77,578

固定資産売却損 － ※4  7,572

減損損失 ※5  90,085 ※5  569,713

投資有価証券評価損 28,868 －

店舗閉鎖損失 ※6  36,530 ※6  242,153

その他 － 21,166

特別損失合計 227,851 918,185

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

322,263 △1,280,664

法人税、住民税及び事業税 307,539 137,926

法人税等調整額 △137,893 △266,326

法人税等合計 169,645 △128,399

少数株主損失（△） △36,703 △64,277

当期純利益又は当期純損失（△） 189,321 △1,087,987
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 585,558 585,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 585,558 585,558

資本剰余金   

前期末残高 588,655 588,655

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 588,655 588,655

利益剰余金   

前期末残高 1,234,011 1,347,351

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △78,605

当期純利益又は当期純損失（△） 189,321 △1,087,987

当期変動額合計 113,339 △1,166,592

当期末残高 1,347,351 180,759

自己株式   

前期末残高 △67 △124

当期変動額   

自己株式の取得 △56 －

当期変動額合計 △56 －

当期末残高 △124 △124

株主資本合計   

前期末残高 2,408,158 2,521,440

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △78,605

当期純利益又は当期純損失（△） 189,321 △1,087,987

自己株式の取得 △56 －

当期変動額合計 113,282 △1,166,592

当期末残高 2,521,440 1,354,848
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 596 △1,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,725 △1,542

当期変動額合計 △1,725 △1,542

当期末残高 △1,129 △2,672

為替換算調整勘定   

前期末残高 27,881 △23,560

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,441 △180,446

当期変動額合計 △51,441 △180,446

当期末残高 △23,560 △204,007

評価・換算差額等合計   

前期末残高 28,477 △24,689

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,167 △181,989

当期変動額合計 △53,167 △181,989

当期末残高 △24,689 △206,679

少数株主持分   

前期末残高 9,377 △3,692

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,069 △18,447

当期変動額合計 △13,069 △18,447

当期末残高 △3,692 △22,139

純資産合計   

前期末残高 2,446,013 2,493,058

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △78,605

当期純利益又は当期純損失（△） 189,321 △1,087,987

自己株式の取得 △56 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,237 △200,436

当期変動額合計 47,045 △1,367,028

当期末残高 2,493,058 1,126,029
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

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 322,263 △1,280,664

減価償却費 656,685 810,095

貸倒引当金の増減額（△は減少） 311 24,550

受取利息 △36,455 △18,947

支払利息 107,209 143,738

為替差損益（△は益） 30,017 60,783

出資金評価損益（△は益） 19,015 11,203

固定資産売却損益（△は益） △320,070 1,248

店舗閉鎖損失 36,530 242,148

投資有価証券評価損益（△は益） 28,868 －

固定資産除却損 72,367 77,578

固定資産減損損失 90,085 569,713

売上債権の増減額（△は増加） 33,841 △9,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,209 44,720

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,741 85,432

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,835 △99,335

仕入債務の増減額（△は減少） △12,532 △27,526

その他の流動負債の増減額（△は減少） △95,123 △13,875

その他の固定負債の増減額（△は減少） 72,949 57,319

その他 24,621 △3,560

小計 942,468 675,404

利息の受取額 36,260 18,680

利息の支払額 △108,800 △144,921

法人税等の支払額 △180,183 △347,981

法人税等の還付額 52,480 6,987

営業活動によるキャッシュ・フロー 742,226 208,169

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 △984,154 △2,359,469

有形固定資産の売却による収入 70,356 280,698

無形固定資産の取得による支出 △58,689 △43,544

無形固定資産の売却による収入 12,657 －

子会社出資金の取得による支出 － △70,502

出資金の回収による収入 25,639 27,693

供託金の回収による収入 57,900 －

長期貸付けによる支出 △29,258 △15,758

長期貸付金の回収による収入 98,102 87,872

定期預金の預入による支出 △36,711 △102,320

定期預金の解約による収入 286,640 2,256

敷金及び保証金の差入による支出 △137,697 △121,075
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

敷金及び保証金の回収による収入 33,029 201,221

その他 △48,397 △84,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △710,584 △2,197,241

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 2,020,710 3,014,470

長期借入金の返済による支出 △1,975,541 △1,687,615

配当金の支払額 △75,982 △75,981

少数株主からの払込みによる収入 23,564 111,974

少数株主への配当金の支払額 － △2,624

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,249 1,360,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,940 185,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,547 △443,140

現金及び現金同等物の期首残高 1,708,762 ※1  1,699,214

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,699,214 ※1  1,256,074
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009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 ８社 

 主要な連結子会社名 

WDI International, Inc. 

 WDI Saipan, Inc. 

 Mundy New York, Inc. 

 P.T. WDI Indonesia 

  WDI Europe H Ltd. 

  INAKAYA NEW YORK, L.L.C. 

  W STEAK BEVERLY HILLS, L.L.C. 

  W STEAK WAIKIKI, L.L.C. 

なお、INAKAYA NEW YORK, L.L.C.、 

W STEAK BEVERLY HILLS, L.L.C. 、

W STEAK WAIKIKI, L.L.C.については、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数 ９社 

 主要な連結子会社名 

WDI International, Inc. 

WDI Saipan, Inc. 

 Mundy New York, Inc. 

 P.T. WDI Indonesia 

  WDI Europe H Ltd. 

  INAKAYA NEW YORK, L.L.C. 

  W STEAK BEVERLY HILLS, L.L.C. 

  W STEAK WAIKIKI, L.L.C. 

  W STEAK SOUTH BEACH, L.L.C. 

なお、W STEAK SOUTH BEACH, L.L.C.

については、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

２．持分法の適用に関する 

事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ０ 社 (1) 持分法適用の関連会社数 ０ 社 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社の決算日は、全て12月31日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しておりますが、連結決算日と

の間に発生し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 
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項目 
前連結会計年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009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 

イ 有価証券 

（イ）時価のあるその他有価証券 

 決算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

により算定）を採用しております。 

イ 有価証券 

（イ）時価のあるその他有価証券 

 同左 

  （ロ）時価のないその他有価証券 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

（ロ）時価のないその他有価証券 

 同左 

  

  ロ デリバティブ 

  時価法 

ロ デリバティブ 

     同左 

  ハ たな卸資産 

  商品 

 当社は移動平均法による原価法

を、又在外連結子会社は先入先出

法による低価法、又は総平均法に

よる低価法を採用しております。

ハ たな卸資産 

  商品 

 当社は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）を、又在外連結

子会社は先入先出法による低価法、又は

総平均法による低価法を採用しておりま

す。   

  原材料 

 当社は 終仕入原価法による原

価法を、又在外連結子会社は先入

先出法による低価法を採用してお

ります。 

原材料 

 当社は 終仕入原価法による原価法

（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）を、又在

外連結子会社は先入先出法による低価法

を採用しております。 

  貯蔵品 

 当社は 終仕入原価法による原

価法を、又在外連結子会社は先入

先出法による低価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

 当社は 終仕入原価法による原価法

（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）を、又在

外連結子会社は先入先出法による低価法

を採用しております。 

  

（会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「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）を適用しており

ます。  

  

 これにより、当連結会計年度の営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失は2,631千円増加しております。 

 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。 
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項目 
前連結会計年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ 有形固定資産 

 当社は定率法を、又在外連結子会

社は定額法を採用しております。

（ただし、当社は1998年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）について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。 

 建物及び構築物   10～65年 

イ 有形固定資産 

 当社は定率法を、又在外連結子会

社は定額法を採用しております。

（ただし、当社は1998年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除

く）について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。 

 建物及び構築物   10～65年 

  工具、器具及び備品   2～8年  

  （会計方針の変更）   

  法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、2007年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。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12,368千

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。 

 また、2007年３月31日以前に取得

した資産については、償却可能限度

額まで、償却が終了した翌連結会計

年度から５年間で均等償却する方法

によっております。 

   （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、2007年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。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3,756千円減

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。 

     ──────  

  ロ 無形固定資産 

 フランチャイズ権については、契

約期間に基づき償却する方法を採用

しております。 

  又、ソフトウエア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用可

能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。 

ロ 無形固定資産 

     同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。又在外連結子会社

は、主として特定の債権について回

収不能見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

     同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当連結会

計年度負担分を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

     同左 

  ハ 販売促進引当金 

 販売促進を目的とするポイントカ

ード制度に基づき、顧客へ付与した

ポイントの利用に備えるため、当連

結会計年度末において将来利用され

ると見込まれる額を計上しておりま

す。 

ハ 販売促進引当金 

     同左 

(4)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、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、在外子会社等の資

産及び負債は、在外子会社等の決算

日における直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均

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 

(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

会計処理によっております。 

（会計方針の変更） 

 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、当連結会計年度

より「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

  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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しておりま

す。 

 また、当連結会計年度において新
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たに契約した所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引はありません。  

  このため、当連結会計年度の営業

損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失に与える影響はありませ

ん。  

(6)重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金

利スワップについて、特例処理を採

用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

    同左 

  ロ 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…借入金利息 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ハ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支

改善のため、対象債務の範囲内で、

ヘッジを行っております。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて、特例処理

の要件を満たしていることから、有

効性の評価を省略しております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7)その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

    税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

    同左 

(8)「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」の適

用 

            ────── 

  

当連結会計年度より「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。 

これによる、当連結会計年度の営

業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失に与える影響はありませ

ん。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

     同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間

の定額法により償却を行っておりま

す。 

    同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び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か月以

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 
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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

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

──────   損益計上区分の変更 

  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、当連結

会計年度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、当連結会計年度の売上原価は74,309

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当期

純損失に与える影響はありません。 

 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。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

 ────── 

   (貸借対照表） 

 「工具、器具及び備品」は、前連結会計年度まで、

固定資産の有形固定資産の「その他」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年度において、資産

総額の100分の5を超えたため区分記載しました。 

   なお,前連結会計年度の「工具、器具及び備品」は

453,823千円であります。  

追加情報

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  シンジケートローンに係る手数料 

 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

連結会計年度より営業外費用として計上しておりま

す。 

 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、当連結会計年度の営業損失が39,020千円

減少しておりますが、経常損失及び税金等調整前当

期純損失への影響はありません。  

 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。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（2009年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供されている資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供されている資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 194,165千円 

土地 232,901千円 

敷金保証金 189,297千円 

計 616,363千円 

建物及び構築物 181,537千円 

土地 232,901千円 

敷金保証金       189,297千円 

計 603,736千円 

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金  1,189,886千円 

長期借入金 2,103,103千円 

計 3,292,990千円 

１年以内返済予定長期借入金  1,487,565千円 

長期借入金 2,117,287千円 

計   3,604,852千円 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と

円建貸出コミットメント契約を取引銀行１行とドル建

貸出コミットメント契約を締結しております。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。 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と

円建貸出コミットメント契約を、取引銀行１行とドル

建貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しておりま

す。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。 

貸出コミットメントの総額

（円建） 
7,400,000千円

借入実行残高（円建） 6,203,000千円

差引額（円建） 1,197,000千円

貸出コミットメントの総額

（ドル建） 

2,000千ドル 

借入実行残高（ドル建） 1,000千ドル 

 差引額（ドル建） 1,000千ドル 

  

貸出コミットメントの総額

（円建） 
     8,200,000千円

借入実行残高（円建）      7,108,000千円

差引額（円建）      1,092,000千円

貸出コミットメントの総額

（ドル建） 

     4,000千ドル 

借入実行残高（ドル建）      2,000千ドル 

 差引額（ドル建）      2,000千ドル 

  ※３ 財務制限条項  

（１）平成17年９月30日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表におけ

る資本の部の合計を、（ⅰ）8.1億円、もしくは（ⅱ）

直近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の75％ のいずれか大きい金額以上

に維持すること。 

 ②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書におけ

る営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。    

（２）平成18年９月26日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借対

照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の75％、のいず

れか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益計

算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損失と

ならないこと。 

（３）平成19年９月28日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結貸
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借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3億円、も

しくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等

に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計金額

の75％、のいずれか大きい金額以上に維持すること。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結損

益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞれ損

失としないこと。 

（４）平成20年９月24日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の75％、のいずれか大きい金額以上に維持するこ

と。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結損

益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞれ損

失としないこと。 

（５）平成20年３月28日締結の金融機関との金銭消費貸借

契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額を、（ⅰ）18.3億円、もしくは（ⅱ）直前

決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の75％ いずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営業

利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成20年６月27日締結の金融機関との金銭消費貸借

契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額を、（ⅰ）18.6億円、もしくは（ⅱ）直前

決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の75％ いずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営業

利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

     

   なお、今回の決算において、当社及び当社グループ

は上記財務制限条項に抵触いたしました。 

     しかしながら、本件は積極的なスクラップを早期に

実施したこと及び当連結会計年度に新規出店が重なっ

たことによる一時的な要因による旨、既に各金融機関

から理解をいただいております。これを受けて、各シ

ンジケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約は

５月末日までに財務制限条項を下記の通り変更し、ま

た当社代表取締役清水謙を連帯保証人とする内容に変

更される予定であります。 

①  平成21年３月期末日における報告書等に記載され

る連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億円以上

に維持し、平成22年３月期末日及びそれ以降の各事

業年度末日における報告書等に記載される連結貸借

対照表の純資産の部の金額を、（ⅰ）６億円、若し

くは、（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書等

に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計金
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額の75％、のいずれか大きい金額以上に維持するこ

と。 

②平成22年３月期の第２四半期会計期間末日（平成21

年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末日及び各

第２四半期会計期間の末日における報告書等に記載

される連結損益計算書における営業損益及び経常損

益をそれぞれ損失としないこと。 

上記変更契約の締結により、今後の当社の資金調

達に特段の懸念は存在いたしません。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当及び雑給         5,742,851千円 

賃借料         2,097,851千円 

減価償却費        645,818千円 

賞与引当金繰入額        228,509千円 

給料手当及び雑給      5,804,542千円 

賃借料         2,134,632千円 

減価償却費        779,983千円 

賞与引当金繰入額          210,952千円 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地    247,385千円 

建物及び構築物 49,211千円 

その他  23,474千円 

  計  320,070千円 

建物及び構築物       4,562千円 

工具、器具及び 

備品  
 1,114千円 

その他   646千円 

  計         6,323千円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 66,065千円 

その他  6,302千円 

  計  72,367千円 

建物及び構築物    53,272千円 

工具、器具及び 

備品  
  15,063千円 

その他  9,243千円 

  計        77,578千円 

※４        ──────     ※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。  

  建物及び構築物  2,771千円 

工具、器具及び 

備品 
1,627千円 

土地  3,144千円 

その他      29千円 

計           7,572千円 

※５ 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減

損損失を計上いたしました。 

※５ 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減

損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都港区  事業用資産  建物及びその他 

千葉県成田市  事業用資産   その他  

米国カリフォル

ニア州サンフラ

ンシスコ市 

 事業用資産  建物及びその他 

千葉県印西市  遊休資産   土地  

場所 用途 種類 

東京都港区等 

(国内12店舗)  
 事業用資産 

 建物及び工具、器

具及び備品及びそ

の他  

米国ハワイ州  

ラハイナ市等 

 (米国６店舗) 

 事業用資産  
 建物及び工具、器

具及び備品 

神奈川県足柄下

郡等 

(国内４ヶ所） 

 遊休資産 

 建物及び工具、器

具及び備品及び土

地及びその他 

 当社グループでは、原則として事業用資産について

は店舗単位、遊休資産については個別資産単位でグル

 当社グループでは、原則として事業用資産について

は店舗単位、遊休資産については個別資産単位でグル
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ーピングを行っております。 

 当連結会計年度において営業活動から生ずるキャッ

シュ・フローが継続してマイナスであり、当初予定し

ていた収益を将来において見込めない店舗、及び移転

に伴う資産の除却が見込まれる店舗が存在したため、

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（78,002千円）として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は建物56,895千円及びその他21,106千円

であります。 

 又、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価

が著しく下落した資産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（12,083千円）として

特別損失に計上いたしました。その内訳は土地であり

ます。なお、当社グループの回収可能価額は市場価値

に基づいた正味売却価額により測定しております。 

ーピングを行っております。 

 当連結会計年度において営業活動から生ずるキャッ

シュ・フローが継続してマイナスであり、当初予定し

ていた収益を将来において見込めない店舗が存在した

ため、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（529,116千円）として特別損失に計上いた

しました。その内訳は建物335,208千円、工具、器具及

び備品110,830千円及びその他83,077千円であります。

 又、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価

が著しく下落した資産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（40,597千円）として

特別損失に計上いたしました。その内訳は建物4,328千

円、工具器具及び備品33千円、土地9,348千円及びその

他26,886千円であります。なお、当社グループの回収

可能価額は市場価値に基づいた正味売却価額により測

定しております。 

※６         ────── 

  

※６ 店舗閉鎖損失 

 当連結会計年度において、店舗の閉鎖に伴い発生す

る原状回復費用や契約違約金等の損失を計上しており

ます。 

- 27 -

㈱WDI　（3068）　2009年3月期決算短信



前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008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 

  （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式    6,331,920  －  －  6,331,920

合計  6,331,920  －  －  6,331,920

自己株式                        

普通株式  （注）  80  90  －  170

合計  80  90  －  170

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

2007年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  75,982  12 2007年３月31日 2007年６月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

2008年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  75,981  利益剰余金  12 2008年３月31日 2008年６月25日 
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当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009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 

   

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。  

  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式    6,331,920  －  －  6,331,920

合計  6,331,920  －  －  6,331,920

自己株式                        

普通株式   170  －  －  170

合計  170  －  －  170

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

2008年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  75,981  12 2008年３月31日 2008年６月25日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

※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 

※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 

（2008年3月31日現在） （2009年3月31日現在）

現金及び預金勘定 1,736,585千円 

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△37,370千円 

現金及び現金同等物   1,699,214千円 

現金及び預金勘定 1,387,573千円 

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
 △131,498千円 

現金及び現金同等物   1,256,074千円 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１．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 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が、2008年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりでありま

す。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

その他有形固
定資産  142,023  129,375  12,647

その他無形固
定資産  32,723  31,837  885

合計  174,746  161,213  13,532

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

その他有形固
定資産  87,355  86,345  1,010

その他無形固
定資産  29,057  29,057  0

合計  116,413  115,402  1,010

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内     13,139千円

１年超 1,042千円

合計       14,181千円

１年内           496千円

１年超     702千円

合計            1,199千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料       36,522千円

減価償却費相当額       33,973千円

支払利息相当額      892千円

支払リース料      16,023千円

減価償却費相当額             7,323千円

支払利息相当額        105千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内        460,034千円

１年超          3,638,968千円

合計          4,099,002千円

１年内    610,661千円

１年超          4,929,810千円

合計          5,540,472千円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

    同左 
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前連結会計年度（2008年３月31日） 

１．売買目的有価証券 

   該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

  

４．当連結会計年度に売却したその他有価証券 （自2007年４月１日 至 2008年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

       該当事項はありません。 

当連結会計年度（2009年３月31日） 

１．売買目的有価証券 

   該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

  

４．当連結会計年度に売却したその他有価証券 （自2008年４月１日 至 2009年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

       該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

 投資事業組合出資金  21,762

合 計  21,762

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

 投資事業組合出資金  10,840

合 計  10,840
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１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 該当事項はありません。  

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

(1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

連結子会社においては、デリバティブ取引は一切行っ

ておりません。 

(1) 取引の内容 

   同左 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(2) 取引に対する取組方針 

   同左 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

(3) 取引の利用目的 

   同左 

ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いて、特例処理を採用しております。 

  

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・・・借入金利息 

  

ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対

象債務の範囲内で、ヘッジを行っております。 

  

ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについて、特例処理の要件を満たし

ていることから、有効性の評価を省略しておりま

す。 

  

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

なお、取引相手先は信用度の高い国内の銀行であるた

め、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   同左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

   同左 
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前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）及び当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）及び当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）及び当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）

該当事項はありません。 

  

  

  

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（2009年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  繰延税金資産（流動） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  繰延税金資産 

  

  

  

  

  

  

  

未払事業所税      5,901千円 

未払事業税 17,764千円 

賞与引当金      93,003千円 

販売促進引当金      4,273千円 

未払費用否認      80,497千円 

繰越欠損金 7,868千円 

その他 11,295千円 

計     220,603千円 

未払事業所税       6,837千円 

賞与引当金     85,857千円 

販売促進引当金      2,442千円 

未払費用否認 195,147千円 

投資有価証券評価損 2,764千円 

減価償却費損金算入限度超過額 152,039千円 

繰越外国税額控除 87,183千円 

貸倒引当金 5,511千円 

繰越欠損金 190,500千円 

減損損失 131,442千円 

関連会社持分売却損 140,015千円 

その他     64,909千円 

計 1,064,652千円 

評価性引当金 △455,737千円 

計 608,914千円 

繰延税金資産（固定）   

投資有価証券評価損       4,749千円 

減価償却費損金算入限度超過額 87,192千円 

繰越外国税額控除 42,712千円 

貸倒引当金 763千円 

繰越欠損金 40,745千円 

減損損失 44,365千円 

関連会社持分売却損 175,572千円 

子会社開業経費 14,036千円 

長期未払費用否認 18,013千円 

その他  4,905千円 

計 433,058千円 

評価性引当金 △210,779千円 

計 222,279千円 
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繰延税金負債（固定） 繰延税金負債 

出資金評価益 △12,038千円 

その他   △7,557千円 

計 △19,595千円 

繰延税金資産の純額 423,286千円 

出資金評価益     △269千円 

海外子会社の留保利益   △5,988千円 

計 △6,258千円 

繰延税金資産の純額 602,656千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.7％ 

（調整）      

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.4％ 

住民税均等割   16.1％ 

外国税額控除 △8.1％ 

土地収用の特別控除 △5.7％ 

留保金課税   1.5％ 

在外連結子会社の税額控除   △3.6％ 

在外連結子会社の税率差異   △0.6％ 

その他 0.6％ 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
  47.3％ 

 当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損

失を計上しているため記載しておりません。 
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前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）及び当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009

年３月31日）において、当社グループはレストラン事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

  

前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・米国、ハワイ 

ミクロネシア・・・グアム、サイパン 

アジア・・・・・・インドネシア 

ヨーロッパ・・・・イギリス  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は596,817千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,756,126千円であり、その主なものは当社で

の余剰運転資金（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。

５. (会計方針の変更) 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より2007年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

  これにより当連結会計年度の営業費用は日本で9,525千円、消去又は全社で2,843千円増加し、営業利益は

日本で9,525千円、消去又は全社で2,843千円減少しております。 

６. (追加情報) 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（2）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

2007年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

  これにより当連結会計年度の営業費用は日本で3,676千円、消去又は全社で80千円増加し、営業利益は日

本で3,676千円、消去又は全社で80千円減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ミクロネシア
（千円） 

アジア
（千円） 

ヨーロッパ
（千円）  計（千円） 消去又は全社

（千円） 
連結

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                                

売上高                                                

(1)外部顧客に対する売上高  14,740,225  3,494,765  1,715,623  110,809  ―  20,061,424        20,061,424

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 38,941  ―  ―  ―  ―  38,941  △38,941  ―

計  14,779,166  3,494,765  1,715,623  110,809  ―  20,100,365  △38,941  20,061,424

営業費用  13,849,606  3,669,300  1,488,115  95,681  24,388  19,127,093  559,835  19,686,929

営業利益又は営業損失  929,560  △174,534  227,508  15,127  △24,388  973,272  △598,777  374,495

Ⅱ．資産  7,212,741  1,800,821  767,151  100,386  18,997  9,900,098  191,929  10,092,027
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当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・米国、ハワイ 

ミクロネシア・・・グアム、サイパン 

アジア・・・・・・インドネシア 

ヨーロッパ・・・・イギリス  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は520,305千円であり、その主なも

のは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,715,239千円であり、その主なものは当社で

の余剰運転資金（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。

５. （会計方針の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（１）に記載のとおり、当連結会計年度より「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）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、当連結会計年度における日本の営業利益は2,631千円減少しており

ます。 

６．（損益計上区分の変更）  

 「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、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、当連結会計年度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、当連結会計年度における日本の営業利益は74,309千円増加しております。 

７．（追加情報）  

 シンジケートローンに係る手数料 

  「追加情報」に記載のとおり、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、当連結会計年度より営業外費用として計上

しております。 

  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、当連結会計年度における日本の営業利益は

39,020千円増加しております。 

  

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
ミクロネシア
（千円） 

アジア
（千円） 

ヨーロッパ
（千円）  計（千円） 消去又は全社

（千円） 
連結

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                                

売上高                                                

(1)外部顧客に対する売上高  14,978,877  3,296,603  1,644,961  163,068  －  20,083,511        20,083,511

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 33,608  －  1,052  －  －  34,661  △34,661  －

計  15,012,485  3,296,603  1,646,014  163,068  －  20,118,172  △34,661  20,083,511

営業費用  14,518,667  3,568,187  1,554,988  122,366  8,580  19,772,790  475,314  20,248,105

営業利益又は営業損失  493,818  △271,584  91,025  40,701  △8,580  345,381  △509,975  △164,594

Ⅱ．資産  7,839,655  2,439,730  638,876  60,518  446  10,979,226  △1,006,161  9,973,065
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前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・米国、ハワイ 

ミクロネシア・・・グアム、サイパン 

アジア・・・・・・韓国、インドネシア、台湾、フィリピン 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・・・米国、ハワイ 

ミクロネシア・・・グアム、サイパン 

アジア・・・・・・韓国、インドネシア、台湾、フィリピン 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

前連結会計年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

(1)親会社及び法人主要株主等 

        該当事項はありません。 

(2)役員及び個人主要株主等 

        該当事項はありません。 

  

(3)子会社等 

        該当事項はありません。 

(4)兄弟会社等 

        該当事項はありません。 

   

当連結会計年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

ｃ．海外売上高

  北 米 ミクロネシア アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,442,771  1,715,623  172,777  5,331,173

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  20,061,424

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合 
17.2  % 8.6  % 0.9  % 26.6  % 

  北 米 ミクロネシア アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,268,468  1,644,961  207,104  5,120,534

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  20,083,511

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合 
   16.3 %    8.2 %    1.0 %    25.5 % 

（関連当事者との取引）

（関連当事者情報）
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（注）１. １株当たり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。 

（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。 

  

  

 該当事項はありません。   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１株当たり純資産額 394.32円 

１株当たり当期純利益金額      29.90円 

１株当たり純資産額       181.34円 

１株当たり当期純利益金額        △171.83円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日) 

当連結会計年度
(自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日) 

当期純利益（千円）  189,321  △1,087,987

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  189,321  △1,087,987

期中平均株式数（株）  6,331,780  6,331,750

  
前連結会計年度

(自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日) 

当連結会計年度
(自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  2,493,058  1,126,029

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  △3,692  △22,139

（うち少数株主持分）  (△3,692)  (△22,139)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,496,750  1,148,169

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 6,331,750  6,331,750

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2008年３月31日) 

当事業年度 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,595 779,544

売掛金 163,960 182,098

商品 204,117 137,722

原材料 73,271 78,218

貯蔵品 26,251 15,895

前渡金 728 266

前払費用 85,278 66,527

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 297,920 387,784

未収入金 304,624 －

預け金 530,674 470,179

繰延税金資産 150,190 159,784

その他 20,354 90,330

貸倒引当金 △387 △340

流動資産合計 2,989,580 2,368,012

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  4,287,034 ※1  4,394,313

減価償却累計額 △2,404,704 △2,498,498

建物（純額） 1,882,330 1,895,815

構築物 8,931 8,931

減価償却累計額 △8,517 △8,613

構築物（純額） 414 317

車両運搬具 22,405 22,405

減価償却累計額 △11,373 △15,727

車両運搬具（純額） 11,032 6,678

工具、器具及び備品 699,313 1,014,841

減価償却累計額 △454,393 △596,683

工具、器具及び備品（純額） 244,920 418,157

土地 ※1  246,189 ※1  232,941

建設仮勘定 26,600 －

有形固定資産合計 2,411,486 2,553,909

無形固定資産   

のれん 4,133 －

借地権 48,000 48,000

ソフトウエア 72,368 80,294

その他 15,168 15,168

無形固定資産合計 139,670 143,462
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（単位：千円）

前事業年度 
(2008年３月31日) 

当事業年度 
(2009年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,762 10,840

関係会社株式 521,404 508,317

出資金 310,174 271,625

従業員長期貸付金 6,458 6,281

関係会社長期貸付金 710,007 1,784,907

長期前払費用 111,441 117,599

敷金及び保証金 ※1  1,598,455 ※1  1,506,383

繰延税金資産 40,928 －

その他 54,870 43,318

貸倒引当金 △226 △12,214

投資その他の資産合計 3,375,276 4,237,060

固定資産合計 5,926,433 6,934,432

資産合計 8,916,013 9,302,444

負債の部   

流動負債   

買掛金 349,579 317,431

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※4  1,777,698 ※1, ※4  2,402,172

未払金 460,164 542,944

未払費用 210,136 201,508

未払法人税等 174,017 －

未払消費税等 92,184 8,080

前受収益 78,463 86,984

賞与引当金 228,509 210,952

販売促進引当金 10,500 6,000

その他 53,531 25,479

流動負債合計 3,434,785 3,801,555

固定負債   

長期借入金 ※1, ※4  3,270,291 ※1, ※4  4,069,787

預り保証金 257,717 252,847

繰延税金負債 － 269

固定負債合計 3,528,008 4,322,904

負債合計 6,962,794 8,124,460
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（単位：千円）

前事業年度 
(2008年３月31日) 

当事業年度 
(2009年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,558 585,558

資本剰余金   

資本準備金 588,655 588,655

資本剰余金合計 588,655 588,655

利益剰余金   

利益準備金 12,418 12,418

その他利益剰余金   

別途積立金 590,000 590,000

繰越利益剰余金 177,840 △595,851

利益剰余金合計 780,259 6,567

自己株式 △124 △124

株主資本合計 1,954,348 1,180,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,129 △2,672

純資産合計 1,953,219 1,177,984

負債純資産合計 8,916,013 9,302,444
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

売上高   

レストラン事業売上高 13,889,346 14,069,675

その他 889,820 942,810

売上高合計 14,779,166 15,012,485

売上原価   

レストラン事業売上原価   

原材料期首たな卸高 77,758 73,271

商品期首たな卸高 140,422 204,117

当期原材料仕入高 3,556,724 3,497,402

当期商品仕入高 287,064 169,217

合計 4,061,971 3,944,008

原材料期末たな卸高 73,271 78,218

商品期末たな卸高 204,117 137,722

差引 3,784,582 3,728,067

他勘定振替高 ※2  152,387 ※2  158,241

その他レストラン事業売上原価 58,737 101,148

その他収入原価 10,866 10,684

売上原価合計 3,701,798 3,681,658

売上総利益 11,077,368 11,330,827

販売費及び一般管理費 ※3  10,691,588 ※3  11,309,367

営業利益 385,780 21,459

営業外収益   

受取利息 ※1  45,347 ※1  80,124

受取広告協賛金 74,809 －

受取配当金 － ※1  106,120

その他 19,775 12,938

営業外収益合計 139,931 199,183

営業外費用   

支払利息 103,393 141,948

為替差損 169,231 55,795

その他 32,850 65,770

営業外費用合計 305,475 263,514

経常利益又は経常損失（△） 220,236 △42,870

特別利益   

固定資産売却益 ※4  273,854 ※4  5,677

特別利益合計 273,854 5,677
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※5  71,234 ※5  77,578

固定資産売却損 － ※6  5,915

減損損失 ※7  72,597 ※7  351,853

子会社株式評価損 28,183 13,086

投資有価証券評価損 28,868 －

店舗閉鎖損失 36,530 ※8  76,265

その他 － 21,166

特別損失合計 237,415 545,866

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 256,675 △583,060

法人税、住民税及び事業税 203,692 84,091

法人税等調整額 △52,617 30,559

法人税等合計 151,075 114,650

当期純利益又は当期純損失（△） 105,599 △697,710
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 585,558 585,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 585,558 585,558

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 588,655 588,655

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 588,655 588,655

資本剰余金合計   

前期末残高 588,655 588,655

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 588,655 588,655

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,418 12,418

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,418 12,418

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,759 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2,759 －

当期変動額合計 △2,759 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 690,000 590,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △100,000 －

当期変動額合計 △100,000 －

当期末残高 590,000 590,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 45,463 177,840

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △75,981
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

別途積立金の取崩 100,000 －

特別償却準備金の取崩 2,759 －

当期純利益 105,599 △697,710

当期変動額合計 132,376 △773,691

当期末残高 177,840 △595,851

利益剰余金合計   

前期末残高 750,641 780,259

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △75,981

別途積立金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 105,599 △697,710

当期変動額合計 29,617 △773,691

当期末残高 780,259 6,567

自己株式   

前期末残高 △67 △124

当期変動額   

自己株式の取得 △56 －

当期変動額合計 △56 －

当期末残高 △124 △124

株主資本合計   

前期末残高 1,924,787 1,954,348

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △75,981

当期純利益又は当期純損失（△） 105,599 △697,710

自己株式の取得 △56 －

当期変動額合計 29,560 △773,691

当期末残高 1,954,348 1,180,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 596 △1,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,725 △1,542

当期変動額合計 △1,725 △1,542

当期末残高 △1,129 △2,672

評価・換算差額等合計   

前期末残高 596 △1,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,725 △1,542

当期変動額合計 △1,725 △1,542
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 
 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
 至 2009年３月31日) 

当期末残高 △1,129 △2,672

純資産合計   

前期末残高 1,925,384 1,953,219

当期変動額   

剰余金の配当 △75,982 △75,981

当期純利益又は当期純損失（△） 105,599 △697,710

自己株式の取得 △56 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,725 △1,542

当期変動額合計 27,834 △775,234

当期末残高 1,953,219 1,177,984
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1）子会社株式 

同左 

  (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算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

により算定）を採用しております。 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

時価のないもの 

 同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法によっております。 

デリバティブ 

  同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1）商品 

   当社は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）

を採用しております。   

  (2）原材料 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

(2）原材料 

   当社は 終仕入原価法による原価

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）を採用しております。 

  (3）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

(3）貯蔵品 

    当社は 終仕入原価法による原価

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）を採用しております。 

  

（会計方針の変更） 

   当事業年度より「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）を適用

しております。  

   これにより、当事業年度の営業利

益は2,631千円減少し、経常損失及び

税引前当期純損失はそれぞれ2,631千

円増加しております。 
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項目 
前事業年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

  定率法（ただし、1998年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

      建物        10～65年 

      工具、器具及び備品 ５～８年 

(1)有形固定資産 

  定率法（ただし、1998年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

      建物        10～65年 

      工具、器具及び備品 ５～８年 

   （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、2007年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。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12,368千円減少して

おります。 

  また、2007年３月31日以前に取得

した資産については、償却可能限度

額まで、償却が終了した当事業年度

から５年間で均等償却する方法によ

っております。 

   (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、2007年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

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3,756千円減少しておりま

す。 

  

  (2)無形固定資産 

のれんについては、５年間で均等償

却しております。 

ソフトウエア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。  

(2)無形固定資産 

  同左 
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項目 
前事業年度

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。  

(1)貸倒引当金 

  同左 

  (2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当期負担分を計

上しております。  

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)販売促進引当金 

販売促進を目的とするポイントカー

ド制度に基づき、顧客へ付与したポイ

ントの利用に備えるため、当期末にお

いて将来利用されると見込まれる額を

計上しております。 

(3)販売促進引当金 

同左 

６. 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、当事業年

度末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 

７．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

によっております。 

 （会計方針の変更） 

 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、当事業年度より

「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

  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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を適用しておりま

す。 

 また、当事業年度において新たに

契約した所有権移転外ファイナン

ス・リース取引はありません。  

  このため、当事業年度の営業利

益、経常損失及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。 

８．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利

スワップについて、特例処理を採用し

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 
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ております。 

  (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・・・借入金利息 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債務の範囲内で、ヘッ

ジを行っております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについて、特例処理の

要件を満たしていることから、有効性

の評価を省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

──────   損益計上区分の変更 

  前事業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、当事業年度

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、当事業年度の売上原価は74,309千円

減少、売上総利益及び営業利益が同額増加するもの

の、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は

ありません。 

 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。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

 （貸借対照表） 

「未収入金」は、前事業年度まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度にお

いて、資産総額の100分の1を超えたため区分記載しま

した。 

 なお、前事業年度末の「未収入金」は75,444千円で

あります。 

（貸借対照表） 

「未収入金」は、前事業年度において資産総額の100分

の1を超えたため区分記載いたしましたが、当事業年度

においては資産総額の100分の1以下となったため流動

資産の「その他」に含めて表示しております。 

追加情報

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

シンジケートローンに係る手数料 

 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

事業年度より営業外費用として計上しております。

 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、当事業年度の営業利益が39,020千円増加

しておりますが、経常損失及び税引前当期純損失へ

の影響はありません。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（2008年３月31日） 

当事業年度 
（2009年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供されている資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供されている資産は次のとおりであります。 

建物 194,165千円

土地 232,901千円

敷金保証金     189,297千円

計 616,363千円

建物 181,537千円

土地 232,901千円

敷金保証金      189,297千円

計 603,736千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定長期借入金    1,189,886千円

長期借入金  2,103,103千円

計    3,292,990千円

１年以内返済予定長期借入金 1,487,565千円

長期借入金 2,117,287千円

計 3,604,852千円

 ２ 偶発債務 

   債務保証 

   次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。 

 ２ 偶発債務 

────── 

WDI International, Inc.        46,087千円    

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と

円建貸出コミットメント契約を取引銀行１行とドル建

貸出コミットメント契約を締結しております。契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行９行と

円建貸出コミットメント契約を、取引銀行１行とドル

建貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しておりま

す。契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 

(円建） 
   7,400,000千円

借入実行残高（円建）    6,203,000千円

差引額（円建）    1,197,000千円

 貸出コミットメントの総額  

（ドル建） 
2,000千ドル

 借入実行残高(ドル建） 1,000千ドル

 差引額（ドル建） 1,000千ドル

  

貸出コミットメントの総額 

(円建） 
8,200,000千円

借入実行残高（円建） 7,108,000千円

差引額（円建）  1,092,000千円

 貸出コミットメントの総額  

（ドル建） 
4,000千ドル

 借入実行残高(ドル建）     2,000千ドル

 差引額（ドル建）      2,000千ドル

  ※４ 財務制限条項  

（１）平成17年９月30日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表におけ

る資本の部の合計を、（ⅰ）8.1億円、もしくは（ⅱ）

直近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の75％ のいずれか大きい金額以上

に維持すること。 

 ②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書におけ

る営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。    

（２）平成18年９月26日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借対

照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の75％、のいず

れか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益計
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算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損失となら

ないこと。 

（３）平成19年９月28日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3億

円、もしくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報

告書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の75％、のいずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結損

益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞれ損

失としないこと。 

（４）平成20年９月24日締結のシンジケートローン契約

に、下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結貸

借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の75％、のいずれか大きい金額以上に維持するこ

と。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結損

益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞれ損

失としないこと。 

（５）平成20年３月28日締結の金融機関との金銭消費貸借

契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額を、（ⅰ）18.3億円、もしくは（ⅱ）直前

決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の75％ いずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営業

利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成20年６月27日締結の金融機関との金銭消費貸借

契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額を、（ⅰ）18.6億円、もしくは（ⅱ）直前

決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の75％ いずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営業

利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

  

   なお、今回の決算において、当社及び当社グループ

は上記財務制限条項に抵触いたしました。 

     しかしながら、本件は積極的なスクラップを早期に

実施したこと及び当事業年度に新規出店が重なったこ

とによる一時的な要因による旨、既に各金融機関から

理解をいただいております。これを受けて、各シンジ

ケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約は５月

末日までに財務制限条項を下記の通り変更し、また当

社代表取締役清水謙を連帯保証人とする内容に変更さ

れる予定であります。 

①  平成21年３月期末日における報告書等に記載され
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る連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億円以上に

維持し、平成22年３月期末日及びそれ以降の各事業

年度末日における報告書等に記載される連結貸借対

照表の純資産の部の金額を、（ⅰ）６億円、若しく

は、（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書等に

記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計金額

の75％、のいずれか大きい金額以上に維持するこ

と。 

②平成22年３月期の第２四半期会計期間末日（平成21

年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末日及び各

第２四半期会計期間の末日における報告書等に記載

される連結損益計算書における営業損益及び経常損

益をそれぞれ損失としないこと。 

上記変更契約の締結により、今後の当社の資金調

達に特段の懸念は存在いたしません。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

※１ 関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。 

受取利息      40,966千円 受取利息      76,435千円

受取配当金     106,120千円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売促進費 126,128千円

福利厚生費 15,839千円

調査研究費 9,250千円

その他 1,170千円

計 152,387千円

販売促進費   127,975千円

福利厚生費 14,516千円

調査研究費 12,107千円

その他      3,641千円

計    158,241千円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は93％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は7％でありま

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は94％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は6％でありま

す。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給与手当   2,007,406千円

賃借料   1,725,379千円

雑給   2,307,254千円

水道光熱費    659,640千円

消耗品費     404,088千円

減価償却費     462,290千円

賞与引当金繰入額     228,509千円

給与手当   2,024,661千円

賃借料 1,747,444千円

雑給  2,404,704千円

水道光熱費     727,668千円

消耗品費  723,397千円

減価償却費    559,235千円

賞与引当金繰入額     210,952千円

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地   247,385千円

建物及び構築物      19,985千円

その他  6,483千円

計    273,854千円

建物 4,562千円

工具、器具及び備品    1,114千円

計    5,677千円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物      65,687千円

工具、器具及び備品       5,356千円

その他  190千円

計     71,234千円

建物 53,272千円

工具、器具及び備品  15,063千円

その他  9,243千円

計    77,578千円

※６        ──────   ※６ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 2,771千円

土地     3,144千円

計   5,915千円
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前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の減損損失を計

上いたしました。 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の減損損失を計

上いたしました。 

場所 用途  種類  

 東京都港区  事業用資産 
  建物及び工具、

器具及び備品 

 千葉県成田市  事業用資産 
  工具、器具 

  及び備品 

  千葉県印西市  遊休資産   土地 

場所 用途  種類  

 東京都港区等 

（国内12店舗） 
 事業用資産 

 建物、工具、 

器具及び備品及

びその他 

 神奈川県足柄下

郡等 

（国内４ヶ所） 

 遊休資産 

 建物、工具、器

具及び備品及び

土地 

 当社では、原則として事業用資産については店舗

単位、遊休資産については個別資産単位でグルーピ

ングを行っております。 

 当事業年度において営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フローが継続してマイナスであり、当初予定し

ていた収益を将来において見込めない店舗、及び移

転に伴う資産の除却が見込まれる店舗が存在したた

め、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（60,514千円）として特別損失に計上い

たしました。その内訳は建物42,560千円、及び工

具、器具及び備品17,954千円であります。 

 又、事業の用に供していない遊休資産のうち、時

価が著しく下落した資産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（12,083千円）

として特別損失に計上いたしました。その内訳は土

地であります。なお、当社の回収可能価額は市場価

値に基づいた正味売却価額により測定しておりま

す。  

 当社では、原則として事業用資産については店舗

単位、遊休資産については個別資産単位でグルーピ

ングを行っております。 

 当事業年度において営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フローが継続してマイナスであり、当初予定し

ていた収益を将来において見込めない店舗が存在し

たため、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（311,256千円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は建物230,595千円、工

具、器具及び備品70,160千円、及びその他10,501千

円であります。 

 又、事業の用に供していない遊休資産のうち、時

価が著しく下落した資産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（40,597千円）

として特別損失に計上いたしました。その内訳は建

物4,328千円、工具、器具及び備品33千円、土地

9,348千円及びその他26,886千円であります。なお、

当社の回収可能価額は市場価値に基づいた正味売却

価額により測定しております。  

※８        ──────  

  

※８ 店舗閉鎖損失 

 当事業年度において、店舗の閉鎖に伴い発生する

原状回復費用や契約違約金等の損失を計上しており

ます。 
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前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。 

当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

  普通株式 （注）   80  90  －  170

合計   80  90  －  170

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

  普通株式    170  －  －  170

合計   170  －  －  170
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 前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）及び当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）

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。 

   

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が、2008年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりでありま

す。 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具、
工具・器具及
び備品 

 142,023  129,375  12,647

ソフトウエア  32,723  31,837  885

合計  174,746  161,213  13,532

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具、
工具・器具及
び備品 

 87,355  86,345  1,010

ソフトウエア  29,057  29,057  0

合計  116,413  115,402  1,010

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内       13,139千円

１年超     1,042千円

合計       14,181千円

１年内             496千円

１年超          702千円

合計             1,199千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料       36,522千円

減価償却費相当額       33,973千円

支払利息相当額      892千円

支払リース料           16,023千円

減価償却費相当額             7,323千円

支払利息相当額         105千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

          ────── ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  

１年内    121,907千円

１年超          796,604千円

合計          918,512千円

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 （減損損失について） 

同左 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（2008年３月31日） 

当事業年度 
（2009年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金       93,003千円

未払費用否認       29,247千円

未払事業所税      5,901千円

販売促進引当金      4,273千円

その他     17,764千円

計        150,190千円

賞与引当金    85,857千円

未払費用否認 30,110千円

未払事業所税 6,837千円

販売促進引当金 2,442千円

専売契約一時金 15,051千円

投資有価証券評価損 2,764千円

減損損失     131,442千円

貸倒引当金 5,511千円

減価償却限度超過額 1,417千円

子会社株式評価損 16,796千円

繰越欠損金    153,805千円

その他    2,301千円

    計       454,340千円

評価性引当金      △294,556千円

    計       159,784千円

繰延税金資産（固定）   

繰延税金負債（固定） 

投資有価証券評価損       4,749千円

減損損失       44,365千円

貸倒引当金    763千円

減価償却限度超過額      2,313千円

子会社株式評価損  11,470千円

その他       774千円

          計       64,437千円

評価性引当金  △11,470千円

          計 52,966千円

出資金評価益 △12,038千円

繰延税金資産（負債）の純額        191,118千円

繰延税金負債 

       

       

    

      

   

       

                

   

           

出資金評価益 △269千円

繰延税金資産（負債）の純額 159,514千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.2％

住民税均等割額  22.5％

外国税額控除 △11.3％

土地収用の特別控除 △7.9％

評価性引当金 4.5％

留保金課税 2.0％

その他  1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  58.9％

 当事業年度においては、税引前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 
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（注） １株当たり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。 

  

   

該当事項はありません。  

  

  

    (1)生産実績 

            当社グループは、生産を行っていないため、該当事項はありません。 

  

         (2)受注状況 

            当社グループは、店舗においてお客様から商品の注文をいただき、その場で調理して直接お客様に提供して

おりますので、受注実績については記載すべき事項はありません。 

  

         (3)販売実績 

  当社グループは、一つのセグメントであるため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 事業部別の販売実績を示すと、以下のとおりであります。 

  

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  

       ２．海外子会社においては、当連結会計年度（自2008年１月１日 至2008年12月31日）としております。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１株当たり純資産額 308.48円 

１株当たり当期純利益金額     16.67円 

１株当たり純資産額       186.04円 

１株当たり当期純利益金額        △110.19円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日) 

当期純利益（千円）  105,599  △697,710

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  105,599  △697,710

期中平均株式数（株）  6,331,780  6,331,750

（重要な後発事象）

６．その他

事業部 

当連結会計年度
（自 2008年４月１日 

    至 2009年３月31日） 
前年
同期比 

(%) 
売上高(千円) 構成比(%)

カプリチョーザ事業部  6,967,007  34.7  △1.2

トニーローマ事業部  3,408,063  17.0  △18.5

ハードロックカフェ事業部  2,925,006  14.6  △6.1

ババ・ガンプ・シュリンプ事業部  1,045,910  5.2  5.2

ストーンバーグ事業部  865,633  4.3  21.2

その他事業部  4,871,890  24.2  21.7

合計  20,083,511  100.0  0.1
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