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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 59,487 5.3 2,220 7.8 2,023 △4.8 361 △63.6

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

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

23年3月期第2四半期 8.96 8.93
22年3月期第2四半期 24.69 24.54

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

23年3月期第2四半期 84,129 25,288 29.7 620.67
22年3月期 77,795 25,340 32.2 622.47

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  25,020百万円 22年3月期  25,082百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 130,000 12.6 7,700 22.4 7,500 18.1 3,260 0.0 80.95



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 41,686,780株 22年3月期  41,686,780株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,375,653株 22年3月期  1,391,994株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 40,312,077株 22年3月期2Q  40,254,288株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、景気が緩やかに回復しつつあるとはいうものの所得・雇用環

境は依然として厳しい状況にあります。個人消費についても一部持ち直しの兆しもありますが、特に外食事業にお

いては低価格競争が続くなど企業収益環境は依然厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、国内外食事業においてはお客様に価格を上回る価値を感じていただくような既存業態のブ

ラッシュアップ・ＱＳＣといった基本の徹底を継続しつつ、新業態開発を行い、新たなマーケットの捕捉を目指し

ております。また、介護・高齢者向け弁当宅配といった成長著しい国内シニアマーケット向け事業へのリソース投

入、中間所得層の成長著しいアジア地域における外食事業の出店加速を継続し、国内景気に左右されにくい、バラ

ンスのよいポートフォリオ構築を目指しております。これら主要事業それぞれの事業環境に応じた施策を迅速に打

つことで、グループ全体がより「強く、大きく」成長すべく事業活動を展開しております。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①国内外食事業 

国内外食事業におきましては、当第２四半期連結累計期間における既存店売上高前年比実績は94.3％にとどま

るなど、厳しい外部環境が続いております。「チケットバックキャンペーン」などの実施により、お客様のご来店

いただくための施策に一定の効果が見られ、６月～８月のお客様数は前年を上回りましたが、お客様単価が計画に

届かず売上高は前年を下回る状況で推移しました。 

一方で「わたみん家」を中心に23店舗の新規出店、６店舗の業態転換を実施しておりますが、いずれも好調に

推移しております。また、「炭旬」「仰天酒場」といった新業態の出店を行い、今後の社員独立制度利用者の拡

大、幅広いお客様ニーズへの対応にむけた取り組みにも着手しております。 

 国内外食事業における売上高は 百万円、セグメント利益は 百万円となっております。 

  

②介護事業 

介護事業におきましては５棟の新規施設開設、１棟の増床を実現し、当第２四半期連結会計期間末における施

設数は52施設、定員数3,915名となりました。「自分の親を入居させたいホーム」を実現するべく、ご入居者様の

ご満足を第一にしながら従業員の満足度の向上、運営効率の向上にも取り組んでおります。また、ブランド確立の

一環として、今期は一部地域においてテレビＣＭを実施致しました。 

新規施設等の入居者様獲得も当第２四半期連結累計期間において609名と好調であり、既存施設の入居率につき

ましても９月末現在で94.5％と引き続き順調に推移しております。 

 介護事業における売上高は 百万円、セグメント利益は 百万円となっております。 

  

③高齢者向け宅配事業 

高齢者向け宅配事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において新規営業拠点を関東16拠点、関西16

拠点を開設し、商品をお届けできるサービスエリアの拡大につとめてまいりました。新規エリアにおける顧客獲得

は極めて好調であり、９月末時点の平日調理済弁当の１日あたり配食数は10万食を突破するなど順調に推移してお

ります。 

高齢者向け宅配事業における売上高は 百万円、セグメント利益は 百万円となっております。 

   

④その他事業（海外外食事業、農業、環境改善・メンテナンス事業等） 

海外外食事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において広州・上海・台湾に３店舗の出店をいたし

ました。香港・中国本土において既存店売上高前年比が100％超で推移するなど景気回復に伴う業績伸張も顕著で

あり、今後も積極的に成長地域を中心に出店をしてまいります。また８月にはマレーシアにおいて居食屋「和民」

に関わる開発契約を現地企業と締結し、出店地域の拡大にも取り組んでおります。 

農業においては、猛暑の影響等による畑作部門の出荷率の低下、畜産部門における相場低迷の影響等を受け、

営業損失が拡大する結果となりました。今後はより製造・物流部門と一体となった取組みを推進することで、収益

の黒字化を目指してまいります。 

環境改善・メンテナンス事業においては、外食店舗の残渣を肥料として活用するリサイクルループの拡大など

外部企業様を巻き込む環境活動の推進に取り組み、メンテナンス部門においては他社との差別化を図ることのでき

るサービス内容の強化に取り組んでまいりました。 

これら、その他事業における売上高は 百万円、セグメント損失は 百万円となっております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

39,345 1,464

10,244 1,639

6,759 371

3,138 202
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 当第２四半期連結累計期間における企業集団の成果は、上記のような施策の結果、売上高 百万円（前年同

四半期比5.3％増）となり、営業利益 百万円（前年同四半期比7.8％増）となりました。また、資産除去債務

会計基準の適用に伴う影響額784百万円の計上および減損損失 百万円の計上の影響などにより、四半期純利益は

百万円（前年同四半期比63.6％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 百万円増加し

て 百万円となりました。流動資産は同 百万円減少の 百万円、固定資産は同 百万円増加の

百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は介護施設の新設・外食店舗設備の購入に伴うリース資

産の計上等により前期末比 百万円増加の 百万円となりました。無形固定資産は、のれんの償却等によ

り前期末比 百万円減少の 百万円となりました。投資その他の資産は、介護施設・外食店舗の新規開設に伴

う差入保証金の増加等により前期末比 百万円増加の 百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比 百万円増加の 百万円となりました。流動負

債は短期借入金の減少、リース債務の増加等により同 百万円減少の 百万円、固定負債はリース債務の

増加、長期借入金の増加等により同 百万円増加の 百万円となっています。このうち有利子負債（1年内

償還予定の社債、短期借入金、社債、長期借入金及びリース債務の合計額）は、前期末比 百万円増加の

百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、利益剰余金の減少等により前期末比 百万円減少して、 百

万円となりました。 

  

２．キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末に比

べて 百万円減少し、 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、 百万円（前年同期比 百万円増）となりました。収入の主な内訳は減

価償却費が 百万円、販売促進引当金の増加額 百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円

であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が 百万円、利息の支払額が 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 百万円（前年同期比 百万円増）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 百万円、保証金の差入れによる支出が 百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期比 百万円増）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 百万円、長期借入れによる収入が 百万円であり、支出の主な内訳は短期借入金の返済に

よる支出が 百万円、長期借入金の返済による支出が 百万円、配当金の支払額が 百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22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。 

  

59,487

2,220

132

361

6,333

84,129 1,760 13,184 8,094

70,945

6,762 37,631

303 9,525

1,635 23,787

6,386 58,841

3,521 23,646

9,907 35,194

4,789

37,027

52 25,288

2,039 6,100

3,628 1,535

2,329 10 784

1,927 512

5,003 2,874

3,371 1,454

640 550

6,817 8,338

6,077 8,657 402
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  

（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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

２．その他の情報

ワタミ㈱　（7522）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-4-



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,100 8,140

売掛金 － 2,591

受取手形及び売掛金 2,862 －

商品及び製品 282 325

仕掛品 348 344

原材料及び貯蔵品 319 309

その他 3,288 3,241

貸倒引当金 △18 △7

流動資産合計 13,184 14,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,542 16,113

リース資産 17,238 12,925

その他 2,851 1,830

有形固定資産合計 37,631 30,869

無形固定資産   

のれん 8,910 9,255

その他 615 573

無形固定資産合計 9,525 9,829

投資その他の資産   

差入保証金 19,115 18,153

その他 4,817 4,150

貸倒引当金 △144 △151

投資その他の資産合計 23,787 22,152

固定資産合計 70,945 62,851

資産合計 84,129 77,795
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,020 3,033

短期借入金 8,238 11,716

リース債務 1,353 1,005

未払法人税等 965 1,863

賞与引当金 258 275

販売促進引当金 114 104

その他 9,695 9,168

流動負債合計 23,646 27,167

固定負債   

社債 260 280

長期借入金 10,946 7,071

リース債務 16,189 12,124

長期預り入居金 4,650 3,943

資産除去債務 1,388 －

その他 1,759 1,867

固定負債合計 35,194 25,287

負債合計 58,841 52,455

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 18,203 18,257

自己株式 △2,444 △2,473

株主資本合計 25,171 25,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 4

為替換算調整勘定 △152 △118

評価・換算差額等合計 △151 △114

新株予約権 243 229

少数株主持分 24 28

純資産合計 25,288 25,340

負債純資産合計 84,129 77,795
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 56,461 59,487

売上原価 22,327 24,021

売上総利益 34,133 35,466

販売費及び一般管理費 32,074 33,245

営業利益 2,058 2,220

営業外収益   

受取利息 41 48

設備賃貸収入 370 315

助成金収入 － 128

雑収入 407 254

営業外収益合計 819 747

営業外費用   

支払利息 311 515

設備賃貸費用 388 366

雑損失 50 61

営業外費用合計 750 944

経常利益 2,127 2,023

特別損失   

固定資産除却損 30 73

リース契約解約損 2 0

賃貸借契約解約損 － 4

減損損失 130 132

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 784

特別損失合計 162 995

税金等調整前四半期純利益 1,964 1,028

法人税、住民税及び事業税 956 1,034

法人税等調整額 12 △365

法人税等合計 968 669

少数株主損益調整前四半期純利益 － 358

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △3

四半期純利益 994 361
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,964 1,028

減価償却費 2,082 2,329

減損損失 130 132

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 784

のれん償却額 359 342

賞与引当金の増減額（△は減少） 211 △17

販売促進引当金の増減額（△は減少） △19 10

受取利息及び受取配当金 △41 △49

支払利息 311 515

固定資産除却損 30 73

リース契約解約損 2 0

賃貸借契約解約損 － 4

売上債権の増減額（△は増加） △15 △273

たな卸資産の増減額（△は増加） 11 22

未収入金の増減額（△は増加） 139 17

仕入債務の増減額（△は減少） △332 △8

未払金の増減額（△は減少） 180 73

未払費用の増減額（△は減少） 2 239

未払消費税の増減額（△は減少） △1,077 △9

入居保証金の増減額（△は減少） △425 647

その他 △257 199

小計 3,257 6,063

利息及び配当金の受取額 5 4

利息の支払額 △312 △512

法人税等の還付額 236 －

法人税等の支払額 △1,093 △1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,093 3,628

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 △1,621 △3,371

投資有価証券の取得による支出 △2 －

差入保証金の差入による支出 △656 △1,454

差入保証金の回収による収入 170 209

貸付けによる支出 △12 △5

貸付金の回収による収入 7 57

定期預金の預入による支出 － △249

その他 △14 △189

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,129 △5,003

ワタミ㈱　（7522）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-8-



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 7,323 6,817

短期借入金の返済による支出 △6,178 △6,077

長期借入れによる収入 910 8,338

長期借入金の返済による支出 △1,396 △8,657

社債の償還による支出 △20 △20

自己株式の取得による支出 △2 △1

自己株式の処分による収入 43 17

配当金の支払額 △401 △402

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △369 △654

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 △640

現金及び現金同等物に係る換算差額 30 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95 △2,039

現金及び現金同等物の期首残高 6,641 8,140

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,546 6,100

ワタミ㈱　（7522）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-9-



 該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

     前第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 

  当第２四半期連結累計期間 

  該当事項はありません。 

  

【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。 

  

【海外売上高】  

 前第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。 

  

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社における事業は、「国内外食事業」「介護事業」「高齢者向け宅配事業」の３つの事業セグメント

で構成されております。各事業は、事業を展開する経済、競争及び規制環境に特化したサービスに重点を

置いた戦略が必要なため、個別に管理されております。 

  「国内外食事業」は、日本及び米国GUAMにおける飲食店の経営、食材の製造・卸、問屋から酒・飲料類

を仕入れ及び当社グループの直営店及びフランチャイズ加盟店への納入を行っております。 

  「介護事業」は、有料老人ホームの運営、訪問介護事業及び居宅介護支援事業を行っております。 

  「高齢者向け宅配事業」は、高齢者向けの食料品材料セット及び調理済み食品の製造・販売・宅配を行

っております。  

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  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
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    当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外外食事業、農業、環境改

善・メンテナンス事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額 百万円の主な内容は、のれんの償却額 百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用 百万円になります。全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係

る費用であります。 

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「外食事業」セグメントにおいて、店舗資産（北新地御堂筋店他12店舗）の減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては132百万円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

記載すべき事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

記載すべき事項はありません。 

  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 

国内 

外食 
介護 

高齢者向け

宅配 
計 

売上高 

外部顧客

への売上高 
 39,345  10,244  6,759  56,349  3,138  59,487  －  59,487

セグメン

ト間の内部 

売上高又

は振替高 

 577  －  50  627  1,411  2,038  △2,038  －

計  39,922  10,244  6,809  56,976  4,549  61,526  △2,038  59,487

セグメント

利益又は損

失（△） 

 1,464  1,639  371  3,475  △202  3,272  △1,051  2,220

△1,051 △315

△746

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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