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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１四半期  4,856  15.8  90  106.5  135  －  74  －

25年３月期第１四半期  4,195  9.5  43  △59.8  △8  －  △30  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 151百万円（ ％）1,054.9   25年３月期第１四半期 13百万円 （ ％） △68.8

  
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１四半期  11.84  －

25年３月期第１四半期  △4.75  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  8,698  1,536  16.3

25年３月期  8,126  1,441  16.4

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 1,422百万円   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  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 6,331,510株 25年３月期１Ｑ 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権主導による経済金融政策を背景に景気回復への期待感

が高まったことから、緩やかな回復基調のなかで推移いたしました。 

海外では、米国経済が比較的堅調に景気回復を遂げつつあるものの、欧州債務問題への不安感と新興国における

経済の減速傾向から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、 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 百万円（前年同期は経常損失 百

万円）、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 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四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。 

（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

4,856

15.8 90 106.5 135 8

74 30

8,698 572

7,162 477

1,536 94
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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。 

（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１四半期連結会計期間 
(2013年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,149,092 1,427,280

売掛金 253,964 244,670

たな卸資産 290,510 304,507

預け金 485,194 418,521

繰延税金資産 197,426 209,560

その他 345,466 537,709

貸倒引当金 △16,519 △17,929

流動資産合計 2,705,134 3,124,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,833,701 6,075,869

減価償却累計額 △3,474,565 △3,574,584

建物及び構築物（純額） 2,359,136 2,501,284

工具、器具及び備品 1,922,506 2,031,667

減価償却累計額 △1,404,784 △1,481,579

工具、器具及び備品（純額） 517,722 550,087

土地 232,941 232,941

建設仮勘定 52,395 －

その他 36,623 37,430

減価償却累計額 △22,671 △24,901

その他（純額） 13,951 12,529

有形固定資産合計 3,176,147 3,296,842

無形固定資産   

その他 253,589 256,912

無形固定資産合計 253,589 256,912

投資その他の資産   

長期貸付金 90,366 99,273

敷金及び保証金 1,459,461 1,461,194

繰延税金資産 308,630 328,095

その他 133,318 132,393

貸倒引当金 △320 △320

投資その他の資産合計 1,991,457 2,020,635

固定資産合計 5,421,194 5,574,391

資産合計 8,126,328 8,698,712
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2013年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2013年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 466,569 438,382

短期借入金 － 418,802

1年内返済予定の長期借入金 1,287,340 1,275,174

未払金 685,784 817,539

未払法人税等 32,416 105,351

賞与引当金 205,733 105,272

販売促進引当金 22,390 21,700

その他 537,196 559,212

流動負債合計 3,237,430 3,741,435

固定負債   

長期借入金 3,088,000 3,050,750

退職給付引当金 4,987 5,329

その他 354,388 364,984

固定負債合計 3,447,375 3,421,063

負債合計 6,684,806 7,162,498

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 414,556 451,557

自己株式 △229 △229

株主資本合計 1,588,540 1,625,541

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △252,556 △203,401

その他の包括利益累計額合計 △252,556 △203,401

少数株主持分 105,537 114,073

純資産合計 1,441,522 1,536,214

負債純資産合計 8,126,328 8,698,712
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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 2012年４月１日 
 至 2012年６月30日) 

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

売上高 4,195,101 4,856,029

売上原価 1,052,837 1,265,015

売上総利益 3,142,263 3,591,014

販売費及び一般管理費 3,098,667 3,500,972

営業利益 43,596 90,041

営業外収益   

受取利息 1,610 1,565

為替差益 － 61,677

受取補償金 792 －

地震災害損失引当金戻入額 800 －

その他 2,051 752

営業外収益合計 5,253 63,994

営業外費用   

支払利息 20,205 15,960

為替差損 28,809 －

その他 8,114 2,402

営業外費用合計 57,129 18,363

経常利益又は経常損失（△） △8,279 135,673

特別利益   

固定資産売却益 1,000 －

立退料収入 － 68,500

特別利益合計 1,000 68,500

特別損失   

固定資産除却損 － 3,942

減損損失 － 151

特別損失合計 － 4,094

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（△）

△7,279 200,079

法人税等 11,681 107,226

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（△）

△18,960 92,852

少数株主利益 11,094 17,862

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,054 74,990
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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 2012年４月１日 
 至 2012年６月30日) 

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

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（△）

△18,960 92,852

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） △395 －

為替換算調整勘定（税引前） 32,322 58,630

その他の包括利益に係る税効果額 150 －

その他の包括利益合計 32,077 58,630

四半期包括利益 13,116 151,482

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,310 124,145

少数株主に係る四半期包括利益 14,427 27,337
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（３）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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