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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 7,828 △8.1 282 △20.9 173 △0.4 56 ―

23年3月期第2四半期 8,514 △5.0 357 36.7 173 436.6 △205 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 70百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △233百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 8.96 ―

23年3月期第2四半期 △32.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 8,622 1,282 14.4
23年3月期 7,485 1,250 16.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,244百万円 23年3月期  1,220百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 15,750 △5.0 479 △34.2 344 △29.3 128 1.1 20.25



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続き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 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関す
る定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 6,331,920 株 23年3月期 6,331,920 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 344 株 23年3月期 344 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,331,576 株 23年3月期2Q 6,331,750 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わが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動や個人消費の落ち込みに

関しては徐々に持ち直しの動きがみられたものの、急激な円高の進行、欧州経済の減速等による下振れ懸念があ

り、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 外食産業におきましても、従来からの生活防衛意識の高まりに加え、自粛ムードによる消費意欲の減退、放射性

物質による食の安全・安心への更なる懸念等により、厳しい状況で推移しております。 

 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、2013年３月期までを対象期間とした中期経営計画

「WDI Hospitality 40years」を策定いたしました。2012年３月期はその初年度として、前連結会計年度に実施し

て効果を上げた、既存店舗への改装投資を継続する一方で、過去２年間に亘り事実上凍結していた直営での新規出

店を再開しております。 

 新規出店については、日本国内において、新業態の「ロメスパバルボア」を、日本橋室町、虎ノ門、五反田TOC

の計３店舗出店いたしました。また、「ストーンバーグ」をイオンモール泉南に出店いたしました。 

 フランチャイズ展開におきましては、日本国内において、「カプリチョーザ」を２店舗出店いたしました。海外

では、「カプリチョーザ」をマレーシアに１店舗、ベトナム初となる１号店の計２店舗出店いたしました。 

 業績につきましては、以上の結果により、当第２四半期連結累計期間の売上高は、 百万円（前年同期比

％減）、営業利益は、 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は、 百万円（前年同期比 ％減）、四半

期純利益は、 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。 

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 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）とな

りました。 

②北米 

 米国では、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失は 百万円（前年同期は営業損失 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 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％

減）となりました。 

④アジア 

 アジアでは、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減）とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,828 8.1

282 20.9 173 0.4

56 205

5,930 6.5 428 12.6

1,219 15.9 8 40

563 11.2 62 19.7

138 21.5 20 30.6

- 2 -

㈱WDI　（3068）　2012年3月期　第2四半期決算短信



  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 百万円（前連結会計年度末より 百万円増加）となりまし

た。 

 負債については、 百万円（前連結会計年度末より 百万円増加）となりました。 

 純資産については、 百万円（前連結会計年度末より 百万円増加）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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、 百万円とな

り、前年同四半期連結累計期間より 百万円増加いたしました。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 百万円（前年同期は 百万円の増加）

となりました。 

（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 百万円（前年同期は 百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により増加した資金は 百万円（前年同期は 百万円の増加）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 2011年10月20日付「為替差損の計上及び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2012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、2011年10月20日付「為替差損の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算については、当第２四半期連結会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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

8,622 1,136

7,339 1,104

1,282 32

2,388

812

561 255

72 166

925 736

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(2011年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2011年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,053,159 2,388,627

売掛金 147,241 186,277

たな卸資産 243,635 238,220

預け金 302,394 383,245

繰延税金資産 214,172 212,636

その他 456,515 313,521

貸倒引当金 △42,445 △42,012

流動資産合計 2,374,673 3,680,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,371,275 5,386,022

減価償却累計額 △3,105,210 △3,256,251

建物及び構築物（純額） 2,266,065 2,129,770

工具、器具及び備品 1,471,695 1,493,241

減価償却累計額 △1,080,439 △1,144,407

工具、器具及び備品（純額） 391,256 348,833

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 13,698 18,509

その他 27,715 25,906

減価償却累計額 △19,847 △11,884

その他（純額） 7,867 14,021

有形固定資産合計 2,911,829 2,744,077

無形固定資産   

その他 247,536 236,944

無形固定資産合計 247,536 236,944

投資その他の資産   

投資有価証券 1,899 1,817

長期貸付金 91,906 90,089

敷金及び保証金 1,396,131 1,388,450

繰延税金資産 325,465 321,859

その他 139,322 161,614

貸倒引当金 △3,267 △3,267

投資その他の資産合計 1,951,457 1,960,563

固定資産合計 5,110,823 4,941,586

資産合計 7,485,496 8,622,102
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2011年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2011年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 305,782 356,653

1年内返済予定の長期借入金 1,933,239 2,075,489

未払金 437,895 415,640

短期借入金 － 100,000

未払法人税等 9,591 76,218

賞与引当金 128,267 130,079

販売促進引当金 14,000 16,500

地震災害損失引当金 8,382 2,196

資産除去債務 13,650 －

その他 414,844 513,916

流動負債合計 3,265,652 3,686,693

固定負債   

長期借入金 2,572,041 3,286,672

退職給付引当金 3,900 4,012

その他 393,230 361,751

固定負債合計 2,969,172 3,652,436

負債合計 6,234,825 7,339,130

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 339,394 358,109

自己株式 △196 △196

株主資本合計 1,513,412 1,532,126

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,796 △3,550

為替換算調整勘定 △289,476 △283,909

その他の包括利益累計額合計 △293,273 △287,459

少数株主持分 30,532 38,304

純資産合計 1,250,671 1,282,972

負債純資産合計 7,485,496 8,622,102
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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 2010年４月１日 
 至 2010年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年９月30日) 

売上高 8,514,378 7,828,457

売上原価 2,110,801 1,945,803

売上総利益 6,403,577 5,882,653

販売費及び一般管理費 6,046,296 5,600,035

営業利益 357,280 282,618

営業外収益   

受取利息 6,412 3,727

還付加算金 448 5,886

受取補償金 14,362 5,487

地震災害損失引当金戻入額 － 6,142

その他 13,904 6,003

営業外収益合計 35,127 27,246

営業外費用   

支払利息 65,259 51,262

為替差損 123,290 71,660

その他 29,978 13,741

営業外費用合計 218,529 136,665

経常利益 173,879 173,199

特別利益   

固定資産売却益 524 645

貸倒引当金戻入額 2 －

店舗閉鎖損失戻入額 5,300 12,850

立退料収入 23,000 －

特別利益合計 28,826 13,495

特別損失   

固定資産売却損 913 2,255

固定資産除却損 2,013 222

関係会社株式売却損 － 1,935

店舗閉鎖損失 17,009 －

減損損失 26,478 －

事業整理損失引当金繰入額 289,357 －

為替換算調整勘定取崩額 － 15,085

その他 1,000 －

特別損失合計 336,772 19,499

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（△）

△134,066 167,195

法人税等 94,755 105,148

法人税等還付税額 △24,515 －

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△204,306 62,047

少数株主利益 889 5,343

四半期純利益又は四半期純損失（△） △205,196 56,704
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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 2010年４月１日 
 至 2010年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△204,306 62,047

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） 560 416

持分変動差額 － 2,271

為替換算調整勘定（税引前） △29,302 5,532

その他の包括利益に係る税効果額 △228 △170

その他の包括利益合計 △28,969 8,050

四半期包括利益 △233,276 70,098

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △232,785 62,517

少数株主に係る四半期包括利益 △490 7,580
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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 2010年４月１日 
 至 2010年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011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（△）

△134,066 167,195

減価償却費 315,403 268,470

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,048 1,812

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,939 3

受取利息 △6,412 △3,727

支払利息 65,259 51,262

為替差損益（△は益） 122,024 71,968

出資金運用損益（△は益） 2,676 239

有形固定資産売却損益（△は益） 389 1,610

店舗閉鎖損失 17,009 －

関係会社株式売却損益（△は益） － 1,935

事業整理損失引当金繰入額 289,357 －

固定資産除却損 2,013 222

減損損失 26,478 －

その他の特別損益（△は益） △27,300 2,235

売上債権の増減額（△は増加） 22,720 △30,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,478 5,057

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,471 △125,052

仕入債務の増減額（△は減少） △57,130 51,815

その他の流動負債の増減額（△は減少） △85,563 70,017

その他の固定負債の増減額（△は減少） △44,860 △28,380

その他 4,276 △50,752

小計 494,217 455,373

利息の受取額 3,611 1,135

利息の支払額 △70,611 △56,278

法人税等の支払額 △203,726 △49,755

法人税等の還付額 31,794 211,482

営業活動によるキャッシュ・フロー 255,285 561,957
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 
 至 2011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 △75,815 △80,371

有形固定資産の売却による収入 2,560 9,420

無形固定資産の取得による支出 △18,382 △11,549

無形固定資産の売却による収入 2,279 －

関係会社株式の売却による収入 － 3,174

長期貸付けによる支出 △6,500 △1,000

長期貸付金の回収による収入 6,427 1,976

定期預金の預入による支出 △90,279 －

定期預金の払戻による収入 14,403 6,376

敷金及び保証金の差入による支出 △4,748 △23,433

敷金及び保証金の回収による収入 8,459 30,900

その他 △4,578 △7,979

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,172 △72,486

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 340,000 400,000

短期借入金の返済による支出 △203,400 △300,000

長期借入れによる収入 1,800,000 1,950,000

長期借入金の返済による支出 △1,163,200 △1,088,244

配当金の支払額 △36,812 △36,443

財務活動によるキャッシュ・フロー 736,587 925,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88,996 △72,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 736,703 1,341,828

現金及び現金同等物の期首残高 838,925 1,046,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,575,628 2,388,627
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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