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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第１四半期連結
累計期間

第61期
第１四半期連結

累計期間
第60期

会計期間
自 2013年４月１日

至 2013年６月30日

自 2014年４月１日

至 2014年６月30日

自 2013年４月１日

至 2014年３月31日

売上高 （千円） 4,856,029 5,537,630 20,286,744

経常利益 （千円） 135,673 109,346 524,553

四半期（当期）純利益（△は損

失）
（千円） 74,990 △67,894 110,785

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 151,482 △26,569 316,258

純資産額 （千円） 1,536,214 1,589,278 1,674,412

総資産額 （千円） 8,698,712 9,332,169 8,872,798

１株当たり四半期（当期）純利益

（△は損失）金額
（円） 11.84 △10.72 17.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 16.3 14.9 17.1

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、第61期第１四半期連結累計期間は、１株当たり四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、第60期及び第60期第１四半期連結累計期間は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、2014年６月19日付で当社の子会社であります味都特亞洲餐飲管理有限公司への増資が完了いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は下記のとおりです。

フランチャイザーとの契約について

契約名 契約年月日 契約期間 契約相手先 契約内容

エッグスンシングス

フランチャイ

ズ契約

2014年６月26日 2014年６月26日よ

り５年間。期間満

了６ヶ月前までに

双方の異議申出が

無い限り、更に２

年間の延長、その

後も同様とする。

EGGS`N THINGS

JAPAN株式会社

当社グループが福岡市中央区大名THE SHOPS

１階において「エッグスンシングス」レス

トランを運営する権限の付与と、運営上の

義務を規定する。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策等を背景に企業収益や雇用環境が改善し

て、個人消費をはじめとする内需が堅調に推移いたしました。

海外経済におきましては、米国では個人消費が堅調に推移していることにより緩やかな景気回復が続き、欧州で

は中東、ウクライナの情勢不安が懸念されるものの、景気に緩やかな持ち直しの動きが出てきております。景気減

速が見られた新興国でも、一部では下げ止まりの動きが見受けられ、総じて緩やかな回復傾向が継続しておりま

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による影響が懸念される中で、先行

きに予断を許さない状況が続いていくものと認識しております。

このような経営環境のもと、当社グループは、中長期的な成長への基盤となる既存事業において、質の高いサー

ビスや商品の提供と収益性の確保を両立できる運営体制の構築を目指してまいります。また、既存店舗への改装投

資を継続的に実施することで、安定的でより高い付加価値を生むことのできる事業運営体制を整備してまいりま

す。

新規出店については、日本国内において、「エッグスンシングス」を神戸ハーバーランドに１店舗出店いたしま

した。

海外では、中国四川省成都市に「カプリチョーザ」を１店舗出店いたしました。また、当社グループオリジナル

のラーメン業態「清水家」の1号店を中国四川省成都市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。

業績につきましては、以上の結果により、当第１四半期連結累計期間における売上高は、5,537百万円（前年同

期比14.0％増）、営業利益は127百万円（前年同期比41.5％増）、経常利益は109百万円（前年同期比19.4％減）、

四半期純利損失は67百万円（前年同期は四半期純利益74百万円）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

国内は、売上高は3,863百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益は140百万円（前年同期比19.3％減）となり

ました。

②北米

北米では、売上高は1,150百万円（前年同期比21.1％増）、営業利益は13百万円（前年同期は営業損失37百万

円）となりました。
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③ミクロネシア

ミクロネシアでは、売上高は401百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は70百万円（前年同期比32.0％

増）となりました。

④アジア

アジアでは、売上高は139百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益は1百万円（前年同期は営業損失3百万

円）となりました。

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（３）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,127,680

計 22,127,680

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2014年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2014年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,331,920 6,331,920

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 6,331,920 6,331,920 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2014年４月１日～

2014年６月30日
－ 6,331,920 － 585,558 － 588,655

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2014年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 2014年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

400
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

6,330,500
63,305 －

単元未満株式
普通株式

1,020
－ －

発行済株式総数 6,331,920 － －

総株主の議決権 － 63,305 －

 

②【自己株式等】

 2014年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％)

株式会社ＷＤＩ
東京都港区六本木

五丁目５番１号
400 - 400 0.01

計 － 400 - 400 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2014年４月１日から2014

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2014年４月１日から2014年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表について、太陽ASG有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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
(2014年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2014年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,223,636 1,434,493

売掛金 334,643 322,492

たな卸資産 ※ 455,689 ※ 455,882

預け金 417,886 317,899

繰延税金資産 244,656 299,574

その他 383,236 594,168

貸倒引当金 △20,089 △1,183

流動資産合計 3,039,659 3,423,326

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,554,906 6,525,048

減価償却累計額 △3,877,182 △3,885,583

建物及び構築物（純額） 2,677,723 2,639,465

工具、器具及び備品 2,193,619 2,201,351

減価償却累計額 △1,681,071 △1,676,575

工具、器具及び備品（純額） 512,548 524,775

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 6,193 98,960

その他 43,105 42,878

減価償却累計額 △26,254 △27,722

その他（純額） 16,851 15,155

有形固定資産合計 3,446,257 3,511,297

無形固定資産   

その他 246,088 237,505

無形固定資産合計 246,088 237,505

投資その他の資産   

長期貸付金 110,441 103,264

敷金及び保証金 1,515,086 1,537,607

繰延税金資産 370,105 375,267

その他 145,502 144,313

貸倒引当金 △342 △413

投資その他の資産合計 2,140,793 2,160,039

固定資産合計 5,833,138 5,908,842

資産合計 8,872,798 9,332,169
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2014年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2014年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 524,251 555,282

短期借入金 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,455,000 1,558,000

未払金 885,291 930,924

未払法人税等 197,201 90,366

賞与引当金 215,241 113,221

販売促進引当金 14,600 10,200

資産除去債務 16,355 23,428

その他 624,817 648,620

流動負債合計 3,932,759 4,430,043

固定負債   

長期借入金 2,888,000 2,937,750

退職給付に係る負債 6,249 6,567

その他 371,377 368,529

固定負債合計 3,265,626 3,312,847

負債合計 7,198,385 7,742,891

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 487,353 381,469

自己株式 △229 △229

株主資本合計 1,661,337 1,555,453

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △148,019 △162,800

その他の包括利益累計額合計 △148,019 △162,800

少数株主持分 161,094 196,625

純資産合計 1,674,412 1,589,278

負債純資産合計 8,872,798 9,332,169
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2013年４月１日
　至　2013年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
　至　2014年６月30日)

売上高 4,856,029 5,537,630

売上原価 1,265,015 1,545,872

売上総利益 3,591,014 3,991,757

販売費及び一般管理費 3,500,972 3,864,342

営業利益 90,041 127,415

営業外収益   

受取利息 1,565 2,053

為替差益 61,677 －

受取保険金 － 6,288

その他 752 1,698

営業外収益合計 63,994 10,040

営業外費用   

支払利息 15,960 15,419

為替差損 － 3,869

貸倒損失 － 7,486

その他 2,402 1,334

営業外費用合計 18,363 28,109

経常利益 135,673 109,346

特別利益   

立退料収入 68,500 －

特別利益合計 68,500 －

特別損失   

固定資産売却損 － 286

固定資産除却損 3,942 4,117

減損損失 151 65,934

店舗閉鎖損失 － 27,459

特別損失合計 4,094 97,797

税金等調整前四半期純利益 200,079 11,549

法人税等 107,226 20,372

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（△）
92,852 △8,823

少数株主利益 17,862 59,071

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,990 △67,894
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2013年４月１日
　至　2013年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
　至　2014年６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（△）
92,852 △8,823

その他の包括利益   

為替換算調整勘定（税引前） 58,630 △17,745

その他の包括利益合計 58,630 △17,745

四半期包括利益 151,482 △26,569

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,145 △82,675

少数株主に係る四半期包括利益 27,337 56,106
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

当第１四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。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2014年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2014年６月30日）

商品 149,781千円 151,396千円

原材料及び貯蔵品 305,907 304,485

計 455,689 455,882

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2013年４月１日
至　2013年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2014年４月１日
至　2014年６月30日）

減価償却費 148,312千円 146,124千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2013年４月１日　至　2013年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2013年６月25日

定時株主総会
普通株式 37,989 利益剰余金 6 2013年３月31日 2013年６月26日

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2014年４月１日　至　2014年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2014年６月26日

定時株主総会
普通株式 37,989 利益剰余金 6 2014年３月31日 2014年６月27日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2013年４月１日　至　2013年６月30日）

１　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

     （単位：千円）

 日本 北米 ミクロネシア アジア 合計

売上高      

外部顧客への売上高 3,427,848 946,231 355,694 126,255 4,856,029

セグメント間の内部

売上高又は振替高
14,124 3,750 － － 17,874

計 3,441,973 949,981 355,694 126,255 4,873,904

セグメント利益

（△は損失）
174,006 △37,893 53,462 △3,310 186,264

 

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

その他の調整額

186,264

△96,624

400

四半期連結損益計算書の営業利益 90,041

（注）全社費用は、主に当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。

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

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2014年４月１日　至　2014年６月30日）

１　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

     （単位：千円）

 日本（注） 北米 ミクロネシア アジア 合計

売上高      

外部顧客への売上高 3,850,317 1,146,851 401,083 139,378 5,537,630

セグメント間の内部

売上高又は振替高
13,188 3,750 － － 16,938

計 3,863,505 1,150,601 401,083 139,378 5,554,569

セグメント利益 140,390 13,489 70,573 1,158 225,611

（注）「日本」セグメントには2014年１月に設立いたしました株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPANが含

まれております。
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２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

その他の調整額

225,611

△98,589

393

四半期連結損益計算書の営業利益 127,415

（注）全社費用は、主に当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。

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

「日本」セグメントにおいて、閉鎖に伴う資産の除却が見込まれる店舗が存在したため、帳簿価額を回

収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第

１四半期連結累計期間において65,934千円であります。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　2013年４月１日
至　2013年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2014年４月１日
至　2014年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額（△は損失） 11.84円 △10.72円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（△は損失）（千円） 74,990 △67,894

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（△は損失）

（千円）
74,990 △67,894

普通株式の期中平均株式数（株） 6,331,510 6,331,510

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当第１四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため、前第１四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月８日

株式会社ＷＤＩ

取締役会　御中

 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田 芳幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石原 鉄也　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＷＤＩ

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＷＤＩ及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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