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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 8,967 △11.4 261 ― 32 ― 16 ―

21年3月期第2四半期 10,123 ― △126 ― △139 ― △100 ―

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 2.67 ―

21年3月期第2四半期 △15.87 ―

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 9,510 1,233 12.6 189.08
21年3月期 9,973 1,126 11.5 181.34

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,197百万円 21年3月期  1,148百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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 17,559 △12.6 418 ― 104 ― 12 ― 2.03
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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）  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、４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、４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 

１．2009年10月20日付「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2010年３月期の連結業績予想から修正は行っておりません。 
２．業績予想は、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ております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。業績予想に関する事項につきましては、４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。 

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 6,331,920株 21年3月期  6,331,920株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  170株 21年3月期  170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 6,331,750株 21年3月期第2四半期 6,331,750株

- 2 -



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来続いている世界的な景気の低迷、急激な円高の進行等に

よる企業収益の悪化や設備投資の停滞、所得・雇用環境への不安感による個人消費の縮小等、依然として厳しい経済

環境で推移しております。 

 外食産業におきましても、消費者の節約志向、購買意欲の低下に伴い、外食を手控える傾向が一段と鮮明になり、

依然として厳しい状況が続いております。 

 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、昨年より着手している「WDI Revival Plan 2009」の

実施による不採算店舗の閉鎖、本社部門のダウンサイジングに加え、今期より行っているプライムコスト（売上原

価・人件費）コントロールを中心とした経費削減施策に注力してまいりました。 

 新規出店といたしましては、新規事業として高級炉端焼きレストラン「六本木田舎家」を展開する株式会社六本木

田舎家の関連会社との合弁で、「INAKAYA」を米国ニューヨーク州へ出店いたしました。また、「Wolfgang's 

Steakhouse」の２号店を米国ハワイ州へ出店し、合計２店舗を海外へ出店いたしました。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２店舗出店いたしました。また、当社オリジナル業態である「ストーン

バーグ」では、初のフランチャイズ店舗となる、ららぽーと新三郷店を出店いたしました。 

 業績につきましては、インドネシア市場及び国内で改装・業態変更を行った店舗の売上は好調に推移いたしました

が、不採算店舗の閉鎖による店舗数減少、既存店舗における来店客数減少、客単価低下等の影響により、当第２四半

期連結累計期間の売上高は8,967百万円（前年同期比11.4％減）となりました。 

 営業利益は、インドネシア市場の好業績と、国内における「WDI Revival Plan 2009」の実施、プライムコストコ

ントロールを徹底したことによる店舗の収益力向上が大きく寄与し、261百万円（前年同期は営業損失126百万円）と

なりました。 

 経常利益は、為替レートが前期末に比べて大幅に円高へと進んだ影響により、為替差損156百万円を計上した結

果、32百万円（前年同期は経常損失139百万円）となりました。 

 四半期純利益は、以上の影響により、16百万円（前年同期は四半期純損失100百万円）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 国内では、売上高は6,671百万円（前年同期比11.5％減）、営業利益は535百万円（前年同期比268.0％増）となり

ました。 

②北米 

 米国では、売上高は1,520百万円（前年同期比10.8％減）、営業損失は139百万円（前年同期は営業損失93百万円）

となりました。 

③ミクロネシア 

 ミクロネシアでは、売上高は711百万円（前年同期比13.7％減）、営業利益は66百万円（前年同期比23.0％減）と

なりました。 

④アジア 

 アジアでは、売上高は76百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は19百万円（前年同期比24.2％増）となりまし

た。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、9,510百万円（前連結会計年度末より462百万円減少）となりました。こ

れは、現金及び預金の減少が主な要因であります。 

 負債については、8,276百万円（前連結会計年度末より570百万円減少）となりました。これは、借入金の減少が主

な要因であります。 

 純資産については、1,233百万円（前連結会計年度末より107百万円増加）となりました。これは、少数株主持分の

増加が主な要因であります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間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、755百万円とな

り、前連結会計年度末より500百万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。 

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
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（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増加した資金は417百万円（前年同期は127百万円の増加）とな

りました。これは主に減価償却費の計上364百万円・為替差損の計上156百万円があった一方で、その他流動負債の減

少が237百万円あった事によるものであります。 

（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253百万円（前年同期は1,177百万円の減少）となりました。これは定期預金預入に

よる支出295百万円・有形固定資産取得による支出274百万円があった事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） 

 財務活動により減少した資金は432百万円（前年同期は1,415百万円の増加）となりました。これは長期借入金の借

入による収入910百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出が1,342百万円あった事によるものでありま

す。 

  

 2009年10月20日付「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2010年３月期の連結業績予想から修

正は、行っておりません。   

 詳細につきましては、2009年10月20日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。  

  

①定率法を採用している資産については、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２四半期連結累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。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。  

  

①前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、第１四半期連結累計期間より区分掲記することといたしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「受取保険金」は167千円であります。  

②前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、第１四半期連結累計期間より区分掲記することといたしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「受取補償金」は15,895千円であります。 

③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、前第２四半期連結累計期間より営業外費用として計上しております。  

  

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
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2009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 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,081,420 1,387,573

売掛金 192,419 208,028

たな卸資産 277,425 304,370

1年内回収予定の長期貸付金 9,852 88,753

預け金 413,098 470,179

繰延税金資産 285,315 283,084

その他 374,903 269,852

貸倒引当金 △12,128 △11,603

流動資産合計 2,622,306 3,000,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,132,571 5,368,386

減価償却累計額 △2,923,156 △2,734,452

建物及び構築物（純額） 3,209,414 2,633,933

工具、器具及び備品 1,548,488 1,417,194

減価償却累計額 △892,606 △808,915

工具、器具及び備品（純額） 655,882 608,279

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 672 668,729

その他 33,144 35,876

減価償却累計額 △25,196 △25,787

その他（純額） 7,948 10,089

有形固定資産合計 4,106,858 4,153,973

無形固定資産   

その他 329,036 329,499

無形固定資産合計 329,036 329,499

投資その他の資産   

投資有価証券 10,209 10,840

長期貸付金 183,571 110,597

敷金及び保証金 1,445,589 1,544,007

繰延税金資産 343,617 325,830

その他 480,662 509,756

貸倒引当金 △11,673 △11,679

投資その他の資産合計 2,451,976 2,489,353

固定資産合計 6,887,871 6,972,825

資産合計 9,510,178 9,973,065
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2009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 
(2009年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 391,087 457,045

1年内返済予定の長期借入金 2,322,110 2,402,172

未払金 438,168 710,079

未払法人税等 95,070 1,391

賞与引当金 211,886 210,952

販売促進引当金 7,000 6,000

その他 565,912 598,335

流動負債合計 4,031,236 4,385,976

固定負債   

長期借入金 3,703,720 4,069,787

繰延税金負債 5,397 6,258

その他 536,097 385,012

固定負債合計 4,245,215 4,461,059

負債合計 8,276,451 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 197,660 180,759

自己株式 △124 △124

株主資本合計 1,371,749 1,354,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,645 △2,672

為替換算調整勘定 △171,912 △204,007

評価・換算差額等合計 △174,558 △206,679

少数株主持分 36,535 △22,139

純資産合計 1,233,726 1,126,029

負債純資産合計 9,510,178 9,973,065
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

売上高 10,123,148 8,967,201

売上原価 2,541,543 2,185,502

売上総利益 7,581,604 6,781,698

販売費及び一般管理費 7,707,919 6,520,427

営業利益又は営業損失（△） △126,314 261,271

営業外収益   

受取利息 12,052 6,148

為替差益 32,894 －

出資金運用益 10,413 2,180

受取補償金 － 14,293

受取保険金 － 7,834

その他 26,430 5,650

営業外収益合計 81,791 36,107

営業外費用   

支払利息 66,181 89,663

為替差損 － 156,812

その他 28,318 18,499

営業外費用合計 94,499 264,974

経常利益又は経常損失（△） △139,022 32,403

特別利益   

固定資産売却益 5,056 57

子会社株式売却益 － 31,936

貸倒引当金戻入額 － 101

特別利益合計 5,056 32,095

特別損失   

固定資産除却損 30 3,239

店舗閉鎖損失 9,696 11,264

貸付金繰上回収費用 － 16,675

減損損失 23,905 －

その他 － 3,034

特別損失合計 33,632 34,213

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△167,598 30,285

法人税等 △16,645 64,457

少数株主損失（△） △50,448 △51,072

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,504 16,900
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△167,598 30,285

減価償却費 367,539 364,257

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,534 933

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 △101

受取利息 △12,052 △6,148

支払利息 66,181 89,663

為替差損益（△は益） 4,982 156,776

出資金運用損益（△は益） △10,413 △2,180

有形固定資産売却損益（△は益） － △57

固定資産除却損 － 3,239

店舗閉鎖損失 9,696 11,264

貸付金繰上回収費用 － 16,675

子会社株式売却損益（△は益） － △31,936

減損損失 23,905 －

その他の特別損益（△は益） － 3,034

売上債権の増減額（△は増加） △25,489 15,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,216 24,201

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18,503 △31,552

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,751 2,176

仕入債務の増減額（△は減少） 30,640 △66,131

その他の流動負債の増減額（△は減少） 71,961 △237,323

その他の固定負債の増減額（△は減少） 47,527 145,964

その他 10,299 3,436

小計 397,668 492,286

利息の受取額 12,679 4,236

利息の支払額 △69,218 △89,974

法人税等の支払額 △214,992 △41,913

法人税等の還付額 1,108 52,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,246 417,533
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

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 △274,338

有形固定資産の売却による収入 256,904 232

無形固定資産の取得による支出 △16,562 △14,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 30,221

出資金の回収による収入 26,850 2,880

長期貸付けによる支出 △3,943 △500

長期貸付金の回収による収入 46,399 126,450

定期預金の預入による支出 △3,231 △295,000

定期預金の払戻による収入 2,256 103,621

敷金及び保証金の差入による支出 △115,662 △7,548

敷金及び保証金の回収による収入 8,101 82,803

投資その他の資産の増減額（△は増加） △53,267 －

その他 △5,917 △7,784

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,177,559 △253,776

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 2,416,470 910,000

長期借入金の返済による支出 △1,028,922 △1,342,102

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 △432,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,581 △232,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 374,682 △500,570

現金及び現金同等物の期首残高 1,699,214 1,256,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,073,897 755,503
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（たな卸資産の内訳）  

 当四半期連結貸借対照表に記載しておりますたな卸資産の内訳は、以下の通りであります。  

 当第２四半期連結会計期間末（2009年９月30日）  

 前連結会計年度末（2009年３月31日） 

   

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

商品 千円101,953

原材料及び貯蔵品 千円175,472

計        千円277,425

商品 千円137,786

原材料及び貯蔵品 千円166,584

計 千円304,370
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