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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 92,668 8.1 5,052 29.8 4,710 21.0 1,806 △4.7

22年3月期第3四半期 85,704 2.9 3,890 △13.8 3,892 △15.2 1,896 △14.2

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3四半期 44.80 44.67
22年3月期第3四半期 47.08 46.82

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3四半期 89,335 26,309 29.1 645.61
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3四半期  26,029百万円 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3Q 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3Q  1,368,820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3Q 40,313,179株 22年3月期3Q  40,265,240株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、政府の景気対策や新興国市場における需要拡大などにより一部の

業種において回復基調で推移しましたが、雇用情勢の悪化などの影響により内需型企業を中心に依然として厳しい状

況で推移しました。  

 このような環境の下、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、グループ全体で「地球

上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」というスローガンのもと、より多くのお客様にありがと

うを集める活動をしてまいりました。  

  

 セグメント別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３四半期連結累計期間における既存店売上高前年比実績は96.0％となりまし

た。忘年会需要を獲得すべく「ワタミ夢くじキャンペーン」を実施し、11月には当社国内外食事業としては初めての

テレビコマーシャルを放映するなど販売促進を強化致しました。その結果、 大の商勢期である12月において、売

上、利益ともにほぼ計画どおりで推移することができました。  

 当第３四半期連結累計期間においては40店舗の新規出店、７店舗の業態転換を実施いたしました。新規出店の内訳

といたしましては、「わたみん家」27店舗、「炭旬」６店舗、「ゴハン」３店舗、「T.G.I.Friday’s」２店舗、

「仰天酒場 和っしょい2」２店舗となっております。今後とも積極的な出店を行い、幅広いお客様ニーズへの対応

をすることで、ひとりでも多くのお客様にご来店いただけるよう取り組んでまいります。  

 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、当第３四半期連結累計期間において９棟の新規施設を開設いたしました。当第３四半期

連結累計期間末における施設数は56施設、定員数4,234名となっております。「自分の両親にして欲しいと思うこと

をすべてさせていただこう」「自分の両親にして欲しいと思わないことは、絶対にするのはやめよう」を合言葉に、

ご入居者様のご満足を第一に取り組ませていただくことで、ワタミの介護のブランド力向上に努めております。当第

３四半期連結累計期間において、新規の入居者様獲得数は 名となっており、既存施設の入居率につきましても

11月末現在で93.7％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３四半期連結累計期間末において、営業拠点は148拠点となっておりま

す。12月に開設された蒲田営業所（東京都大田区）では、自転車を活用したお弁当配達を実験的にスタートしてお

り、都心での販路拡大に取り組んでおります。11月末には平日調理済弁当の１日あたり配食数は11.1万食と過去 高

の数値となり、高齢者世帯の増加、営業拠点拡大を背景に順調に推移しております。また、食材セットにおいても11

月末時点で6.3万食と堅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３四半期連結累計期間においてシンガポール・香港・台湾等において５店舗の

新規出店をいたしました。当第３四半期連結累計期間における既存店の売上高前年比は香港において110.3％となる

など景気回復による業績伸長が顕著となっており、今後の出店拡大に向けた体制強化に取り組んでおります。  

 農業においては、製造・仕入・物流部門と一体となった体制変更を行っております。グループ内での農作物のさら

なる利用促進を図るなど農業関連事業における収益の黒字化への取り組みを強化しております。  

 また、環境改善・メンテナンス事業においては他の外食・小売チェーンへの外部営業強化による新規顧客の獲得を

図るとともに、グループ内メンテナンス費用削減に向けた取り組みを行っております。  

 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

60,631 2,959

1,074

16,208 2,873

11,019 892

4,809 118
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（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３四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

百万円の減少の 百万円となりました。投資その他資産は、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３四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３四半期連結会計期間末の純資産の部は、利益剰余金の増加等により前期末比 百万円増加して、 百

万円となりました。  

  

２．キャッシュフローの状況  

  当第３四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）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。  

  当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 営業活動の結果得られる資金は、 百万円の収入(前年同期比 百万円増）となりました。収入の主な内訳

は税金等調整前四半期純利益が 百万円、減価償却費が 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、 百万円の支出（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、差入保証金の差入による支出が 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、 百万円の支出（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、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日公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。  

  

  

11,539

89,335 333 14,610 11,873 74,724

9,897 40,766

473 9,355

2,449 24,601

10,570 63,025

1,420 25,747

11,990 37,277

6,223 38,461

969 26,309

1,116 7,023

9,029 2,846

3,652 3,594

7,174 3,609

4,681 2,212

2,916 1,866

11,128 8,496

10,520 10,173
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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 

①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。 

  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

26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３四半期決算短信

-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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 7,023 8,140

売掛金 － 2,591

受取手形及び売掛金 3,362 －

商品及び製品 345 325

仕掛品 280 344

原材料及び貯蔵品 379 309

その他 3,236 3,241

貸倒引当金 △17 △7

流動資産合計 14,610 14,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,232 16,113

リース資産 20,126 12,925

その他 2,408 1,830

有形固定資産合計 40,766 30,869

無形固定資産   

のれん 8,737 9,255

その他 618 573

無形固定資産合計 9,355 9,829

投資その他の資産   

差入保証金 19,771 18,153

その他 4,951 4,150

貸倒引当金 △121 △151

投資その他の資産合計 24,601 22,152

固定資産合計 74,724 62,851

資産合計 89,335 77,795
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,762 3,033

短期借入金 8,043 11,716

リース債務 1,537 1,005

未払法人税等 903 1,863

賞与引当金 376 275

販売促進引当金 623 104

その他 10,499 9,168

流動負債合計 25,747 27,167

固定負債   

社債 240 280

長期借入金 9,617 7,071

リース債務 18,983 12,124

長期預り入居金 5,274 3,943

資産除去債務 1,419 －

その他 1,743 1,867

固定負債合計 37,277 25,287

負債合計 63,025 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 19,239 18,257

自己株式 △2,432 △2,473

株主資本合計 26,219 25,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 4

為替換算調整勘定 △192 △118

評価・換算差額等合計 △189 △114

新株予約権 259 229

少数株主持分 20 28

純資産合計 26,309 25,340

負債純資産合計 89,335 77,795
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 85,704 92,668

売上原価 33,774 37,231

売上総利益 51,930 55,437

販売費及び一般管理費 48,039 50,384

営業利益 3,890 5,052

営業外収益   

受取利息 59 72

設備賃貸収入 542 468

助成金収入 － 219

雑収入 562 352

営業外収益合計 1,164 1,113

営業外費用   

支払利息 529 835

設備賃貸費用 573 553

雑損失 60 68

営業外費用合計 1,163 1,456

経常利益 3,892 4,710

特別損失   

固定資産除却損 63 78

リース契約解約損 2 1

賃貸借契約解約損 － 4

減損損失 154 189

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 219 1,057

税金等調整前四半期純利益 3,672 3,652

法人税、住民税及び事業税 2,040 2,440

法人税等調整額 △266 △587

法人税等合計 1,773 1,852

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,799

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △7

四半期純利益 1,896 1,806
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 3,672 3,652

減価償却費 3,200 3,594

減損損失 154 189

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 544 514

賞与引当金の増減額（△は減少） － 101

販売促進引当金の増減額（△は減少） 568 519

受取利息及び受取配当金 △61 △72

支払利息 529 835

固定資産除却損 63 78

リース契約解約損 2 1

賃貸借契約解約損 － 4

売上債権の増減額（△は増加） △433 △775

たな卸資産の増減額（△は増加） 6 △23

未収入金の増減額（△は増加） 245 120

仕入債務の増減額（△は減少） 412 739

未払金の増減額（△は減少） 258 518

未払費用の増減額（△は減少） 903 515

未払消費税の増減額（△は減少） △1,118 50

入居保証金の増減額（△は減少） △241 1,541

その他 △95 345

小計 8,609 13,234

利息及び配当金の受取額 6 12

利息の支払額 △523 △821

法人税等の還付額 236 －

法人税等の支払額 △2,145 △3,395

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,183 9,029

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 △2,297 △4,681

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 △1,403 △2,212

差入保証金の回収による収入 271 229

貸付けによる支出 △17 △10

貸付金の回収による収入 13 61

定期預金の預入による支出 － △250

その他 △127 △309

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,564 △7,174
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 13,013 11,128

短期借入金の返済による支出 △11,490 △10,520

長期借入れによる収入 1,032 8,496

長期借入金の返済による支出 △2,192 △10,173

社債の償還による支出 △40 △40

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 52 23

配当金の支払額 △794 △794

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △630 △1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,050 △2,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,564 △1,116

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 8,206 7,023
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 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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

 前第３四半期連結累計期間 

  該当事項はありません。 

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。   

  

（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  64,954  12,779  7,971  85,704       －  85,704

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,452       －  1,592  3,045  (3,045)       －

計  66,406  12,779  9,564  88,750  (3,045)  85,704

営業利益  3,315  1,744  249  5,309  (1,418)  3,890
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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  

  

    当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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） 

 「国内外食事業」セグメントにおいて、店舗資産（北新地御堂筋店他計15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３四半期連結累計期間においては 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 
 60,631  16,208  11,019  87,859  4,809  92,668  －  92,668

セグメン

ト間の内部 

売上高又

は振替高 

 966  －  52  1,018  2,079  3,098  △3,098  －

計  61,597  16,208  11,071  88,878  6,888  95,766  △3,098  92,668

セグメント

利益又は損

失（△） 

 2,959  2,873  892  6,726  △118  6,607  △1,554  5,052

△1,554 △473

△1,105

189

（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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