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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 56,461 6.2 2,058 △18.0 2,127 △16.2 994 △10.5

21年3月期第2四半期 53,130 ― 2,512 ― 2,538 ― 1,111 ―

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

22年3月期第2四半期 24.69 24.54
21年3月期第2四半期 27.03 26.87

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

22年3月期第2四半期 72,559 23,477 32.0 577.11
21年3月期 70,229 22,794 32.1 561.18

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  23,242百万円 21年3月期  22,577百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成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 120,800 8.5 7,100 17.4 6,700 9.7 3,000 17.1 74.57



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４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、４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 

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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
ワタミダイレクトフランチャイズシステ
ムズ株式会社

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 41,686,780株 21年3月期  41,686,780株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,412,750株 21年3月期  1,455,199株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 40,254,288株 21年3月期第2四半期 41,104,534株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、失業率が高水準にあるなど景気の基調は依然として厳しく、８

月の民主党への政権交代により、消費刺激策ならびに企業の国際競争力を高める成長戦略など具体的な景気回復策が

打ち出されることが期待されております。 

ワタミグループはこうした環境下、お客様に価値を感じていただくことで選んでいただき、景気動向に左右されに

くい事業ポートフォリオを構築・強化すべく活動を展開しております。 

事業別の取り組みは以下のとおりであります。 

主力の外食事業におきまして、当第２四半期連結累計期間に新規出店は国内11店舗、海外２店舗の計13店舗、業態

転換を国内27店舗実施しております。「和民」業態の進化、ＤＦＣ制度（社員独立制度）の拡大および業態再配置に

よる新規出店・成長の継続をテーマとしてお客様に選んでいただけるお店づくりを実施してまいりました。国内外食

店舗の既存店売上高前年同期比（４～９月）は94.0％となっており、景気低迷の影響を受けた形となっております

が、店舗の経費コントロールを適切に実施したことにより、売上減による損益影響額を抑制することができたと認識

しております。また海外におきましては新規出店を２店実施いたしました。７月にはシンガポールに初出店しており

ます。農業を含む外食事業の売上高は42,926百万円（前年同期比94.7％）となっております。 

介護事業においては、４棟の新規施設の開設を実施し、当第２四半期連結会計期間末における施設数は42施設とな

りました。４大ゼロへの取り組み、認知症対応の強化など「ワタミの介護」のブランド強化につながるサービスの強

化を実施してまいりました。また既存施設の入居率は94.4％と高水準を維持することができております。介護事業の

売上高は8,343百万円（前年同期比118.9％）となっております。 

その他の事業におきましては、昨年7月に新規参入した弁当宅配事業については、関東地区でのお客様獲得ならび

に商品力の強化に取り組み途上であります。メンテナンス・環境事業については環境負荷軽減型のメンテナンス対応

およびリサイクルループ構築への取り組みを強化し、外部顧客の獲得に注力して活動を実施しています。その他の事

業の売上高は5,191百万円（前年同期比623.0％）となっております。 

上記のような施策を実施した結果、連結売上高は56,461百万円（前年同期比106.2％増）となりましたが、外食事

業の売上低迷による利益減もあり、連結経常利益は2,127百万円（前年同期比83.8％）、連結四半期純利益994百万円

（前年同期比89.4％）に留まりました。  

（１）財政状態の状況 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）比2,329百万円増加して

72,559百万円となりました。流動資産は前期末比157百万円減少し12,871百万円、固定資産は2,487百万円増加し

59,687百万円、流動負債は前期末比6,860百万円増加し29,736百万円、固定負債は5,214百万円減少し19,345百万円、

純資産は682百万円増加し23,477百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

（単位：百万円）  

 (注）増減額は、当第２四半期連結累計期間と当第１四半期連結累計期間との比較で表示しております。 

 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、当第１四半期連結会計期間

に比べ、51百万円増加し6,546百万円となりました。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2,093百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益による収

入が1,964百万円、減価償却費による収入が2,082百万円、支出の主な内訳は法人税等の支払による支出が1,093百万

円、未払消費税の減少による支出が1,077百万円であります。 

（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2,129百万円となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が1,621百万

円、保証金の差入による支出が656百万円であります。  

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

  
当第１四半期
連結累計期間 

当第２四半期
連結累計期間 増減額 前連結会計年度

 営業活動によるキャッシュ・フロー 306 2,093 1,786 9,303

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,132 △2,129 △997 △6,899

 財務活動によるキャッシュ・フロー 644 △89 △734 △2,124

 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 6,494 6,546 51 6,641



（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、89百万円となりました。収入の主な内訳は短期借入れによる収入が7,323百万

円、支出の主な内訳は短期借入金の返済による支出が6,178百万円、長期借入金の返済による支出が1,396百万円であ

ります。  

  

 平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 連結子会社でありましたワタミダイレクトフランチャイズシステムズ㈱は、連結子会社であるワタミフードサ

ービス㈱と第１四半期連結会計期間において合併したことにより消滅会社となったため、連結の範囲から除外し

ております。  

  

（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。  

  

表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係）  

１．前第２四半期連結会計期間において固定負債に区分掲記されていた「負ののれん」は、当第２四半期連結

会計期間において重要性を踏まえて「その他」に含めて表示しております。なお、当第２四半期連結会計期間

の「その他」に含まれている「負ののれん」は12百万円であります。 

２．前第２四半期連結会計期間において固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「長期預り入居

金」は、当第２四半期連結会計期間において重要性を踏まえて区分掲記いたしました。なお、前第２四半期連

結会計期間の「長期預り入居金」は3,512百万円であります。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「賞与引当金の増減額」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記いた

しました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「賞与引当金の増減額」は△８百万円であります。 

２．前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「未払消費税の増減額」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記いた

しました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「未払消費税の増減額」は446百万円であります。 

３．前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に

含めて表示しておりました「法人税等の還付額」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分

掲記いたしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「法人税等の還付額」は１百万円であります。 

４．前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は重要性が増したため、当第２四半期連結累

計期間より区分掲記いたしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出」は△54百万円であります 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,546 6,641

受取手形及び売掛金 2,355 2,339

商品及び製品 324 339

仕掛品 443 425

原材料及び貯蔵品 299 314

その他 2,909 3,003

貸倒引当金 △7 △34

流動資産合計 12,871 13,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,651 17,726

リース資産 7,486 4,955

その他 2,717 2,444

有形固定資産合計 27,855 25,126

無形固定資産   

のれん 9,618 9,980

その他 635 689

無形固定資産合計 10,253 10,670

投資その他の資産   

差入保証金 17,545 17,321

その他 4,206 4,180

貸倒引当金 △172 △97

投資その他の資産合計 21,579 21,403

固定資産合計 59,687 57,200

資産合計 72,559 70,229

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,965 3,291

短期借入金 15,945 8,030

リース債務 753 547

未払法人税等 967 1,099

賞与引当金 271 60

販売促進引当金 107 127

その他 8,726 9,719

流動負債合計 29,736 22,875

固定負債   

社債 300 320

長期借入金 6,136 13,374



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

リース債務 7,402 4,997

退職給付引当金 － 70

債務保証損失引当金 17 18

役員退職慰労引当金 196 205

長期預り入居金 3,349 3,608

その他 1,943 1,964

固定負債合計 19,345 24,559

負債合計 49,081 47,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,410 4,410

資本剰余金 5,002 5,002

利益剰余金 16,416 15,854

自己株式 △2,510 △2,585

株主資本合計 23,318 22,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 3

為替換算調整勘定 △79 △107

評価・換算差額等合計 △75 △103

新株予約権 210 189

少数株主持分 24 27

純資産合計 23,477 22,794

負債純資産合計 72,559 70,229



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 53,130 56,461

売上原価 19,097 22,327

売上総利益 34,033 34,133

販売費及び一般管理費 31,520 32,074

営業利益 2,512 2,058

営業外収益   

受取利息 47 41

設備賃貸収入 313 370

雑収入 274 407

営業外収益合計 635 819

営業外費用   

支払利息 166 311

設備賃貸費用 340 388

雑損失 102 50

営業外費用合計 608 750

経常利益 2,538 2,127

特別損失   

固定資産除却損 190 30

リース契約解約損 10 2

賃貸借契約解約損 16 －

減損損失 226 130

特別損失合計 443 162

税金等調整前四半期純利益 2,094 1,964

法人税、住民税及び事業税 786 956

法人税等調整額 194 12

法人税等合計 981 968

少数株主利益 2 1

四半期純利益 1,111 994



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,964

減価償却費 1,848 2,082

減損損失 226 130

のれん償却額 266 359

賞与引当金の増減額（△は減少） － 211

販売促進引当金の増減額（△は減少） △21 △19

受取利息及び受取配当金 △47 △41

支払利息 166 311

固定資産除却損 190 30

リース契約解約損 10 2

売上債権の増減額（△は増加） △408 △15

たな卸資産の増減額（△は増加） △46 11

未収入金の増減額（△は増加） 295 139

仕入債務の増減額（△は減少） △180 △332

未払金の増減額（△は減少） △108 180

未払費用の増減額（△は減少） △65 2

未払消費税の増減額（△は減少） － △1,077

入居保証金の増減額（△は減少） 1,091 △425

その他 555 △257

小計 5,867 3,257

利息及び配当金の受取額 6 5

利息の支払額 △182 △312

法人税等の還付額 － 236

法人税等の支払額 △1,966 △1,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,726 2,093

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 △1,621

投資有価証券の取得による支出 － △2

連結の範囲の変更を伴う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 △656

差入保証金の回収による収入 116 170

貸付けによる支出 △3 △12

貸付金の回収による収入 3 7

その他 △319 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,671 △2,129



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 7,323

短期借入金の返済による支出 △4,826 △6,178

長期借入れによる収入 － 910

長期借入金の返済による支出 △6,258 △1,396

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 △1,599 △2

自己株式の処分による収入 1,094 43

配当金の支払額 △619 △401

少数株主からの株式取得による支出 △102 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △369

その他 △54 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,737 △89

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,691 △95

現金及び現金同等物の期首残高 6,459 6,641

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,768 6,546



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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 弁当宅配事業、店舗施工・メンテナンス・環境事業など 

3.会計方針の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

  当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。 

  

 当第２四半期連結累計期間 

  該当事項はありません。  

  

  

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 2,404 1,088 63 3,556 (1,044) 2,512 

  
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 42,926 8,343 5,191 56,461 － 56,461 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
884 － 1,034 1,918 (1,918) － 

計 43,810 8,343 6,225 58,379 (1,918) 56,461 

営業利益 1,778 1,138 119 3,036 (977) 2,058 

〔所在地別セグメント情報〕



  

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報




