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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 ％ 

26年３月期第２四半期  9,836  14.3  209  42.5  231  309.9  97  －

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

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 212百万円（ ％） 922.5   25年３月期第２四半期 20百万円 （ ％） △70.4

  
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 

26年３月期第２四半期  15.45  －

25年３月期第２四半期  △1.57  －

  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 

26年３月期第２四半期  8,872  1,595  16.5  231.12

25年３月期  8,126  1,441  16.4  211.01

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 1,463百万円   25年３月期 1,335百万円 

  
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 

25年３月期  － 0.00 － 6.00  6.00

26年３月期  － 0.00     

26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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  20,162  13.9  677  121.2  608  81.3  150  116.9  23.83

（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        ： 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） 26年３月期２Ｑ 6,331,920株 25年３月期 6,331,920株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 410株 25年３月期 410株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 6,331,510株 25年３月期２Ｑ 6,331,558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）２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

想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権発足後の金融緩和策や緊急経済対策等の景気刺激策に

より一部では景気回復への兆しが見られるものの、実体経済への効果は限定的なものに留まっております。海外で

は、米国の量的金融緩和の縮小観測を契機に新興国経済は減速感が強まりました。また、欧州債務問題への不安感

や中東情勢を巡る影響など世界的な景気の先行きは、未だ不透明な状況が続いております。 

外食産業におきましては、中高所得層における個人消費に回復傾向が見られるものの、全般的には厳しい雇用・

所得環境の継続による消費者の節約志向や生活防衛意識が依然として高く、また円安進行に伴う原材料価格の高騰

が懸念される等、厳しい経営環境が続いております。 

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、2013年度を 終年度とする中期経営計画「WDI 

Hospitality 40years」で掲げた目標である「連結営業利益率５％」もしくは「連結営業利益８億５千万円」いず

れかの達成に向けて、諸施策への取組みを推進しております。 

新規出店については、日本国内において、カプリチョーザの派生業態として新たに開発した「カプリカフェ」を

六本木ヒルズに１店舗出店いたしました。既存の業態では「カリフォルニア・ピザ・キッチン」のファストカジュ

アルタイプの店舗を、酒々井プレミアム・アウトレットに１店舗出店いたしました。また、ハワイにてシチリア料

理を提供している当社オリジナル業態「タオルミーナ」の日本国内１号店を、グランフロント大阪に出店いたしま

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１店舗、「トニーローマ」を１店

舗出店いたしました。海外では「カプリチョーザ」を台湾に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 ％増）、経常利益は、為替差益 百万円を計上したこと等

により 百万円（前年同期比 ％増）、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。 

（２）財政状態に関する説明 

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、2013年5月15日の短信決算で公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,836

14.3 209 42.5 52

231 309.9 97 9

8,872 746

7,276 591

1,595 154

1,789

127

488 279

319 499

528 597
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（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 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

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 
(2013年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,149,092 1,789,658

売掛金 253,964 240,280

たな卸資産 290,510 316,775

預け金 485,194 348,877

繰延税金資産 197,426 208,015

その他 345,466 411,067

貸倒引当金 △16,519 △18,789

流動資産合計 2,705,134 3,295,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,833,701 6,141,936

減価償却累計額 △3,474,565 △3,685,694

建物及び構築物（純額） 2,359,136 2,456,242

工具、器具及び備品 1,922,506 2,073,296

減価償却累計額 △1,404,784 △1,553,648

工具、器具及び備品（純額） 517,722 519,647

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 52,395 13,915

その他 36,623 41,310

減価償却累計額 △22,671 △27,015

その他（純額） 13,951 14,295

有形固定資産合計 3,176,147 3,237,042

無形固定資産   

その他 253,589 255,536

無形固定資産合計 253,589 255,536

投資その他の資産   

長期貸付金 90,366 104,589

敷金及び保証金 1,459,461 1,479,158

繰延税金資産 308,630 346,509

その他 133,318 153,954

貸倒引当金 △320 △320

投資その他の資産合計 1,991,457 2,083,891

固定資産合計 5,421,194 5,576,470

資産合計 8,126,328 8,872,357
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2013年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 466,569 435,208

1年内返済予定の長期借入金 1,287,340 1,435,000

未払金 685,784 534,744

未払法人税等 32,416 114,123

賞与引当金 205,733 213,001

販売促進引当金 22,390 13,000

資産除去債務 － 8,482

その他 537,196 620,274

流動負債合計 3,237,430 3,373,834

固定負債   

長期借入金 3,088,000 3,525,500

退職給付引当金 4,987 5,476

その他 354,388 371,591

固定負債合計 3,447,375 3,902,567

負債合計 6,684,806 7,276,401

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 414,556 474,391

自己株式 △229 △229

株主資本合計 1,588,540 1,648,375

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △252,556 △185,028

その他の包括利益累計額合計 △252,556 △185,028

少数株主持分 105,537 132,609

純資産合計 1,441,522 1,595,956

負債純資産合計 8,126,328 8,872,357
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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 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

売上高 8,605,046 9,836,828

売上原価 2,170,707 2,560,678

売上総利益 6,434,338 7,276,150

販売費及び一般管理費 6,287,250 7,066,568

営業利益 147,088 209,581

営業外収益   

受取利息 3,308 3,341

為替差益 － 52,566

受取補償金 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 800 －

その他 4,374 2,832

営業外収益合計 13,964 58,739

営業外費用   

支払利息 41,595 32,382

為替差損 50,714 －

その他 12,368 4,869

営業外費用合計 104,679 37,252

経常利益 56,373 231,069

特別利益   

固定資産売却益 12,195 10,996

立退料収入 － 68,500

特別利益合計 12,195 79,496

特別損失   

固定資産売却損 2,193 －

固定資産除却損 13,318 6,837

減損損失 4,318 15,156

店舗閉鎖損失 10,000 8,482

特別損失合計 29,830 30,476

税金等調整前四半期純利益 38,738 280,090

法人税等 30,500 151,022

少数株主損益調整前四半期純利益 8,238 129,067

少数株主利益 18,182 31,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,944 97,823
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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 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,238 129,067

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） 380 －

為替換算調整勘定（税引前） 12,274 83,071

その他の包括利益に係る税効果額 △144 －

その他の包括利益合計 12,509 83,071

四半期包括利益 20,747 212,139

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,955 165,351

少数株主に係る四半期包括利益 18,792 46,787
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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 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013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 38,738 280,090

減価償却費 270,894 302,643

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,258 7,267

貸倒引当金の増減額（△は減少） △132 △14

受取利息 △3,308 △3,341

支払利息 41,595 32,382

為替差損益（△は益） 51,088 △54,345

出資金運用損益（△は益） 529 －

固定資産売却損益（△は益） △10,001 △10,996

店舗閉鎖損失 10,000 8,482

固定資産除却損 13,318 6,837

減損損失 4,318 15,156

売上債権の増減額（△は増加） 15,060 19,528

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,516 △11,720

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31,275 89,619

仕入債務の増減額（△は減少） △17,847 △51,599

その他の流動負債の増減額（△は減少） 53,165 △34,610

その他の固定負債の増減額（△は減少） △7,458 2,913

その他 14,724 △23,077

小計 436,152 575,215

利息の受取額 633 8,404

利息の支払額 △45,763 △36,187

法人税等の支払額 △112,823 △79,968

法人税等の還付額 1,741 20,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 279,940 488,018

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 △478,888 △291,156

有形固定資産の売却による収入 2,657 －

固定資産の除却による支出 △33,800 －

無形固定資産の取得による支出 △37,979 △22,725

無形固定資産の売却による収入 9,537 12,841

長期貸付けによる支出 － △3,220

長期貸付金の回収による収入 1,986 1,016

敷金及び保証金の差入による支出 △63,497 △16,383

敷金及び保証金の回収による収入 127,137 7,962

その他 △26,919 △8,267

投資活動によるキャッシュ・フロー △499,765 △319,932
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013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 111,922 418,910

短期借入金の返済による支出 △211,922 △418,910

長期借入れによる収入 1,800,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,052,974 △714,840

自己株式の取得による支出 △19 －

配当金の支払額 △49,766 △37,725

少数株主への子会社減資による支出 － △18,910

財務活動によるキャッシュ・フロー 597,239 528,524

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66,671 △56,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,742 640,566

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,642 1,149,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,917,384 1,789,658
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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