
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  8,605  9.9  147  △48.0  56  △67.5  △9  －

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

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 20百万円（ ％） △70.4   24年３月期第２四半期 70百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  △1.57  －

24年３月期第２四半期  8.96  －

  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 

25年３月期第２四半期  8,465  1,284  14.3  191.06

24年３月期  7,939  1,313  15.8  198.75

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 1,209百万円   24年３月期 1,258百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 8.00  8.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 6.00  6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％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 
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  17,755  10.3  378  △29.2  237  △46.3  36  △61.0  5.81

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページの「２．サマリー情報（注記事項）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。 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、四半期決算短信（添付資料）３ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変

更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 6,331,920株 24年３月期 6,331,920株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 384株 24年３月期 344株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 6,331,558株 24年３月期２Ｑ 6,331,576株

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ページの「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。
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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、東日本大震災の復興需要から緩やかながら回復の兆しは見ら

れたものの、欧州の金融危機問題や中国など新興国経済の減速による世界経済の下振れ懸念等、依然として先行き

不透明な状況で推移いたしました。 

外食産業におきましても、消費者の外食頻度には持ち直しの傾向が見られるものの、生活防衛意識が高いこと等

により、業界内の競争環境は引続き厳しい状況にあります。 

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年度を 終年度とする中期経営計画「WDI 

Hospitality 40years」で掲げた目標の達成に向けて、既存店舗への改装投資や直営での新規出店をはじめとした

諸施策への取組みを推進しております。 

「WDI Hospitality 40years」では「WDI Challenge 2010」によって創出した事業基盤を活用して、収益性を維

持しながら質の高いサービス、商品を提供することでお客様の潜在的、顕在的ニーズを的確に満たし、長期的なグ

ローバル事業展開を視野に入れたグループ体制の構築を目的としております。 

新規出店については、日本国内において、当社グループ初となるサービスエリアへの進出を、新東名高速道路サ

ービスエリア「ネオパーサ浜松（上り線）」フードコート内に「はまきた食堂」「焼きスパ＆カレー バルボア」

「中華の鉄人」の３業態で行いました。さらに、新業態として「エッグスンシングス」を横浜山下公園に１店舗、

湘南江の島に１店舗の計２店舗出店いたしました。また、「カプリチョーザ」をミューズ高槻に１店舗出店いたし

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１店舗出店いたしました。海外

では、「カプリチョーザ」をシンガポールに１店舗、台湾に１店舗の計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

％増）、営業利益は、 百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は、為替差損 百万円を計上したこと等によ

り 百万円（前年同期比 ％減）、四半期純損失は、店舗閉鎖に係る損失 百万円を計上したこと等により 百

万円（前年同期は四半期純利益 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 ％増）、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 ％増）、営業利益は 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 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）

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

8,605 9.9

147 48.0 50

56 67.5 27 9

56

6,474 9.2 258 39.7

1,409 15.6 1 8

593 5.3 81 30.7

152 10.2 17 11.6
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（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 百万円減少）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 

 2012年10月18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2013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、2012年10月18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。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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

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方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ 千円増加しております。 

該当事項はありません。 

8,465 526

7,181 556

1,284 29

1,917

471

279 561

499 72

597 925

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

5,722

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 
(2012年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2012年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,606,642 1,917,384

売掛金 228,256 213,881

たな卸資産 241,296 257,104

預け金 458,439 399,671

繰延税金資産 224,786 261,757

その他 269,645 379,535

貸倒引当金 △37,118 △37,720

流動資産合計 2,991,948 3,391,613

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,298,029 5,521,644

減価償却累計額 △3,278,058 △3,309,427

建物及び構築物（純額） 2,019,970 2,212,217

工具、器具及び備品 1,585,198 1,732,745

減価償却累計額 △1,208,586 △1,277,062

工具、器具及び備品（純額） 376,612 455,683

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 89,646 11,880

その他 33,916 34,083

減価償却累計額 △12,069 △16,698

その他（純額） 21,847 17,385

有形固定資産合計 2,741,018 2,930,107

無形固定資産   

その他 237,504 249,778

無形固定資産合計 237,504 249,778

投資その他の資産   

長期貸付金 85,147 84,701

敷金及び保証金 1,451,477 1,387,029

繰延税金資産 303,110 302,559

その他 129,748 120,320

貸倒引当金 △323 △320

投資その他の資産合計 1,969,161 1,894,290

固定資産合計 4,947,683 5,074,177

資産合計 7,939,632 8,465,790
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2012年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2012年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 402,004 386,496

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,817,196 1,868,172

未払金 615,551 570,341

未払法人税等 70,762 32,082

賞与引当金 199,269 206,527

販売促進引当金 20,400 22,300

地震災害損失引当金 800 －

資産除去債務 42,849 10,540

その他 466,071 512,215

流動負債合計 3,734,905 3,608,676

固定負債   

長期借入金 2,530,590 3,225,500

繰延税金負債 6,264 155

退職給付引当金 3,940 3,866

その他 349,964 343,548

固定負債合計 2,890,759 3,573,070

負債合計 6,625,664 7,181,747

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 395,653 335,056

自己株式 △196 △215

株主資本合計 1,569,670 1,509,053

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,849 △3,613

為替換算調整勘定 △307,429 △295,765

その他の包括利益累計額合計 △311,279 △299,379

少数株主持分 55,576 74,368

純資産合計 1,313,967 1,284,043

負債純資産合計 7,939,632 8,465,790
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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 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012年９月30日) 

売上高 7,828,457 8,605,046

売上原価 1,945,803 2,170,707

売上総利益 5,882,653 6,434,338

販売費及び一般管理費 5,600,035 6,287,250

営業利益 282,618 147,088

営業外収益   

受取利息 3,727 3,308

還付加算金 5,886 －

受取補償金 5,487 794

過年度店舗閉鎖損失見積差額 － 4,686

地震災害損失引当金戻入額 6,142 800

その他 6,003 4,374

営業外収益合計 27,246 13,964

営業外費用   

支払利息 51,262 41,595

為替差損 71,660 50,714

その他 13,741 12,368

営業外費用合計 136,665 104,679

経常利益 173,199 56,373

特別利益   

固定資産売却益 645 12,195

店舗閉鎖損失戻入額 12,850 －

特別利益合計 13,495 12,195

特別損失   

固定資産売却損 2,255 2,193

固定資産除却損 222 13,318

関係会社株式売却損 1,935 －

減損損失 － 4,318

店舗閉鎖損失 － 10,000

為替換算調整勘定取崩額 15,085 －

特別損失合計 19,499 29,830

税金等調整前四半期純利益 167,195 38,738

法人税等 105,148 30,500

少数株主損益調整前四半期純利益 62,047 8,238

少数株主利益 5,343 18,182

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56,704 △9,944
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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 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 62,047 8,238

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） 416 380

持分変動差額 2,271 －

為替換算調整勘定（税引前） 5,532 12,274

その他の包括利益に係る税効果額 △170 △144

その他の包括利益合計 8,050 12,509

四半期包括利益 70,098 20,747

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,517 1,955

少数株主に係る四半期包括利益 7,580 18,792
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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 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012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 167,195 38,738

減価償却費 268,470 270,894

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,812 7,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △132

受取利息 △3,727 △3,308

支払利息 51,262 41,595

為替差損益（△は益） 71,968 51,088

出資金運用損益（△は益） 239 529

有形固定資産売却損益（△は益） 1,610 △10,001

店舗閉鎖損失 － 10,000

関係会社株式売却損益（△は益） 1,935 －

固定資産除却損 222 13,318

減損損失 － 4,318

その他の特別損益（△は益） 2,235 －

売上債権の増減額（△は増加） △30,559 15,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,057 △14,516

その他の流動資産の増減額（△は増加） △125,052 △31,275

仕入債務の増減額（△は減少） 51,815 △17,847

その他の流動負債の増減額（△は減少） 70,017 53,165

その他の固定負債の増減額（△は減少） △28,380 △7,458

その他 △50,752 14,724

小計 455,373 436,152

利息の受取額 1,135 633

利息の支払額 △56,278 △45,763

法人税等の支払額 △49,755 △112,823

法人税等の還付額 211,482 1,741

営業活動によるキャッシュ・フロー 561,957 279,940

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 △80,371 △478,888

有形固定資産の売却による収入 9,420 2,657

固定資産の除却による支出 △380 △33,800

無形固定資産の取得による支出 △11,549 △37,979

無形固定資産の売却による収入 － 9,537

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 △1,000 －

長期貸付金の回収による収入 1,976 1,986

定期預金の払戻による収入 6,376 －

敷金及び保証金の差入による支出 △23,433 △63,497

敷金及び保証金の回収による収入 30,900 127,137

その他 △7,599 △26,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,486 △499,765
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012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 400,000 111,922

短期借入金の返済による支出 △300,000 △211,922

長期借入れによる収入 1,950,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,088,244 △1,052,974

自己株式の取得による支出 － △19

配当金の支払額 △36,443 △49,766

財務活動によるキャッシュ・フロー 925,312 597,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72,954 △66,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,341,828 310,742

現金及び現金同等物の期首残高 1,046,799 1,606,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,388,627 1,917,384
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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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