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平成 18 年 6 月 29 日 

各  位 

会 社 名 ワ タ ミ 株 式 会 社 

 (コード番号 7522 東証第 1 部) 

代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 渡邉  美樹 

問 合 せ 先 経営管理部長     武藤  輝一 

 (TEL03－5737－2784) 

 
（訂正）平成 18 年 3 月期決算短信（連結）に関する一部訂正について 

 
平成 18 年 5 月 23 日に発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信(連結)」について平成 18 年

6 月 8 日に一部訂正をいたしましたが、その内容について一部誤りがございましたので下記のとお
り訂正いたします。 
 

記 
 

1.訂正理由 
有価証券報告書の作成過程において、監査法人より指摘を受けた事項について訂正いたしまし

た。「連結キャッシュ・フロー計算書」「当連結会計年度中に売却したその他有価証券」「繰延税

金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」及び「事業の種類別セグメント情報」の記

載において誤りがあり訂正するものであります。 
 

2.訂正箇所 
訂正箇所には下線が付しております。（なお【訂正前】は平成 18 年 5 月 23 日発表のものであります） 

 
■表紙 

1．18 年 3 月期の連結業績(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日) 
 (3)連結キャッシュ・フローの状況 
【訂正前】 
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 百万円 百万円 百万円 
18 年 3 月期 6,591 △10,226 4,469 
17 年 3 月期 5,690 △12,871 9,757 
【訂正後】 
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 百万円 百万円 百万円 
18 年 3 月期 5,560 △9,205 4,536 
17 年 3 月期 5,690 △12,871 9,757 
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3．連結経営成績および財務状態 
2．財務状態 
当連結会計年度におけるキャッシュフローの状況 

【訂正前】 
当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純

利益が 2,406 百万円（前期比 75.5％）となりました。新規出店のための設備投資（有形固定資産の取得による支

出および保証金差入）などによる支出が増加したものの、減価償却費が増加したことにより、前連結会計期間末

に比べて 967 百万円増加し、当連結会計期間末には、10,243 百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、6,591 百万円（前期比 900 百万円増）となりました。 
これは主に税金等調整前当期純利益および減価償却費の合計が 5,794 百万円あったことなどによるものでありま

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、10,226 百万円（前期比 2,645 百万円減）となりました。 
これは主に店舗の出店にともなう有形固定資産並びに保証金の差入れによる支出の合計が 10,350 百万円あった

ことなどによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で得られた資金は、4,469 百万円（前期比 5,288 百万円減）となりました。 
これは長期借入れによる収入が 9,311 百万円、借入れ金の返済による支出が 4,391 百万円あったことによるもの

であります。 
【訂正後】 

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純

利益が 2,474 百万円（前期比 77.7％）となりました。新規出店のための設備投資（有形固定資産の取得による支

出および保証金差入）などによる支出が増加したものの、減価償却費が増加したことにより、前連結会計期間末

に比べて 950 百万円増加し、当連結会計期間末には、10,243 百万円となりました。 
（営業活動によりキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、5,560 百万円（前期比 130 百万円減）となりました。 
これは主に税金等調整前当期純利益および減価償却費の合計が 5,895 百万円あったことなどによるものでありま

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、9,205 百万円（前期比 3,665 百万円減）となりました。 
これは主に店舗の出店にともなう有形固定資産並びに保証金の差入れによる支出の合計が 9,291 百万円あったこ

となどによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動で得られた資金は、4,536 百万円（前期比 5,221 百万円減）となりました。 
これは長期借入れによる収入が 9,311 百万円、借入れ金の返済による支出が 4,289 百万円あったことによるもの

であります。 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 
 当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 3 月 31 日）

対前年比 

区分 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
   税金等調整前当期純利益 2,406,252  
   減価償却費 3,388,300  

受取利息及び受取配当金 △11,446  
支払利息 388,076  

  子会社株式売却損 －  
   固定資産除却損 782,269  
   営業譲渡益 －  
   リース契約解約損 48,303  
   売上債権の増加額 △606,819  
   棚卸資産の増加額 △171,716  
  仕入債務の増加額 352,122  

   未払金の増加額 577,962  
  未払費用の増加額 450,771  
  株主優待引当金の増加額又は減少額（△） 32,430  
  減損損失 50,672  

役員退職慰労引当金の減少額 △6,703  
未払役員退職慰労金の支払 △350,000  

   その他 1,409,127  
小計 8,739,602 1,600,355 

   利息及び配当金の受取額 10,903  
利息の支払額 △384,482  
法人税等の支払額 △1,775,007  

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,591,016 900,097 
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 当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 3 月 31 日）

対前年比 

区分 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅱ 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 △7,632,237  
子会社株式の取得による支出 －  
保証金の差入による支出 △2,718,191  
保証金の回収による収入 166,760  
貸付けによる支出 －  
貸付金の回収による収入 －  
営業譲渡による収入 －  
その他 △42,495  

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,226,164 2,645,587 
Ⅲ 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 －  
短期借入金の返済による支出 △2,000,000  
長期借入れによる収入 9,311,500  
長期借入金の返済による支出 △2,391,072  
株式の発行による収入 28,944  
自己株式取得支出 △20,296  
配当金の支払額 △411,989  
少数株主からの払込による収入 68,223  
その他 △115,690  

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,469,618 △5,288,036 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 58,108 100,877 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △229,805 △2,763,857 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,276,176 2,534,053 
Ⅶ 連結子会社の決算期変更による期首 

残高受入高 17,061 17,061 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 10,243,926 967,750 
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【訂正後】 
 当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 3 月 31 日）

対前年比 

区分 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
   税金等調整前当期純利益 2,474,575  
   減価償却費 
      連結調整勘定償却 

3,420,594 
440,553  

減損損失 50,672  
株主優待引当金の増加額又は減少額（△） 32,430  

  役員退職慰労引当金の減少額 △61,392  
   受取利息及び受取配当金 △11,446  
   支払利息 397,576  
   営業譲渡益 －  
   固定資産除却損 781,717  
   リース契約解約損 49,557  
  子会社株式売却損 －  

   売上債権の増加額 △606,819  
  棚卸資産の増加額 △171,716  
  仕入債務の増加額 361,146  
  未払金の増加額 167,799  

未払費用の増加額 441,225  
未払役員退職慰労金の減少額 △350,000  
入居保証金の増加額 747,514  

   その他 263,906  
小計 7,900,083 760,836 

   利息及び配当金の受取額 10,903  
利息の支払額 △384,482  
法人税等の支払額 △1,966,016  

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,560,487 △130,431 
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 当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 3 月 31 日）

対前年比 

区分 金額（千円） 増減 
（千円） 

Ⅱ 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 △7,166,914  
有形固定資産の売却による収入 30,198  
子会社株式の取得による支出 －  
保証金の差入による支出 △2,124,296  
保証金の回収による収入 172,266  
貸付けによる支出 △6,245  
貸付金の回収による収入 119,385  
営業譲渡による収入 －  
その他 △230,235  

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,205,839 3,665,912 
Ⅲ 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 －  
短期借入金の返済による支出 △2,000,000  
長期借入れによる収入 9,311,500  
長期借入金の返済による支出 △2,289,880  
株式の発行による収入 28,944  
配当金の支払額 △411,989  
少数株主からの払込による収入 68,223  
その他 △170,256  

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,536,541 △5,221,112 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 59,498 102,267 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 950,688 △1,583,364 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,276,176 2,534,052 
Ⅶ 連結子会社の決算期変更による期首 

残高受入高 17,061 17,061 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 10,243,926 967,749 
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②有価証券 
2．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
【訂正前】 

当連結会計年度 
（自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 
5,187 4,123 

 
 
【訂正後】 

当連結会計年度 
（自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 
22,973 4,123 
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⑤税効果会計 
【訂正前】 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年 4 月 1 日 

  至 平成 18 年 3 月 31 日） 
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
 繰延税金資産  
流動資産  

  未払事業税及び事業所税否認 126,695 千円 
株主優待引当金否認 49,350 千円 
未払賞与否認 24,109 千円 
リース契約解約損否認 －千円 
その他 134,696 千円 

   小計 334,849 千円 
  評価性引当額 －千円 
  流動資産計 334,849 千円 
投資その他の資産  

  減価償却超過額 941,050 千円 
  役員退職慰労金 －千円 

役員退職慰労引当金 －千円 
連結会社間内部利益消去 85,052 千円 
ゴルフ会員権評価損否認 20,109 千円 
リゾート会員権評価損否認 18,808 千円 
貸倒引当金繰入限度超過額 24,354 千円 
繰越欠損金 
その他 

136,185 千円 
117,861 千円 

小計 1,343,419 千円 
評価性引当額 △102,709 千円 
投資その他の資産合計 1,240,710 千円 
繰延税金資産合計 1,575,561 千円 

繰延税金負債  
固定負債  

有価証券評価差額金 △17,259 千円 
全面時価法による評価差額金 △63,938 千円 

小計 △81,197 千円 
繰延税金負債合計 △81,197 千円 
繰延税金資産の純額 1,494,364 千円 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 
 法定実効税率 40.5％ 
（調整）住民税均等割 9.0  

     交際費 1.9  
税務上の繰越欠損金の利用 △4.2  
その他 10.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.9％ 
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【訂正後】 
当連結会計年度 

（自 平成 17 年 4 月 1 日 
  至 平成 18 年 3 月 31 日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
 繰延税金資産  
流動資産  

  未払事業税及び事業所税否認 126,033 千円 
株主優待引当金否認 49,350 千円 
未払賞与否認 23,657 千円 
保証金返還請求権引継差益 49,843 千円 
その他 10,173 千円 

   小計 259,057 千円 
  流動資産計 259,057 千円 
投資その他の資産  

  減価償却超過額 941,030 千円 
  固定資産除却損・減損損失否認 65,988 千円 

連結会社間内部利益消去 77,665 千円 
ゴルフ会員権評価損否認 20,109 千円 
リゾート会員権評価損否認 18,808 千円 
貸倒引当金繰入限度超過額 24,354 千円 
繰越欠損金 
その他 

385,449 千円 
28,922 千円 

小計 1,562,327 千円 
△223,072 千円 評価性引当額 

投資その他の資産合計 1,339,254 千円 
繰延税金資産合計 1,598,311 千円 

繰延税金負債  
流動負債  
連結相殺消去に伴う貸倒引当金 
調整額 △3,368 千円 

小計 △3,368 千円 
固定負債  
有価証券評価差額金 △17,224 千円 
全面時価法による評価差額金 △77,074 千円 
その他 △6,280 千円 
小計 △100,578 千円 

繰延税金負債合計 △103,947 千円 
繰延税金資産の純額 1,494,364 千円 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 
 法定実効税率       40.5％ 
（調整）住民税均等割 9.6 

     連結調整勘定償却 7.2 
税務上の繰越欠損金の利用 1.9 

     交際費 0.1 
海外子会社税率差異 △1.6 
その他 △1.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.3％ 
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⑥セグメント情報 
 ａ．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
【訂正前】 
 外食事業 

（千円） 
介護事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 
Ⅰ売上高及び営業損益       
 売上高       
(1)外部顧客に対する売上高 76,775,084 4,595,119 1,301,447 82,671,651 ― 82,671,651 
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 59,546 ― 1,918,386 1,977,933 (1,977,933) ― 

計 76,834,631 4,595,119 3,219,833 84,649,584 (1,977,933) 82,671,651 
営業費用 72,775,708 4,352,553 3,145,608 80,273,869 (889,445) 79,384,423 
営業利益又は営業損失（△） 4,058,922 242,566 74,225 4,375,714 (1,088,487) 3,287,227 

Ⅱ資産及び減価償却費       
資産 51,861,733 7,772,115 1,108,882 60,742,731 (△33,073) 60,775,805 
減価償却費 3,254,658 89,649 6,039 3,350,348 37,952 3,388,300 
資本的支出 7,278,490 76,138 25,048 7,379,677 31,947 7,411,624 

 （注）3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,107,320 千円であり、

その主なものは親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。 
4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 248,093 千円であり、その主なものは

投資固定資産並びにグループ全体の管理業務に係る親会社の資産であります。 
【訂正後】 
 外食事業 

（千円） 
介護事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 
Ⅰ売上高及び営業損益       
 売上高       
(1)外部顧客に対する売上高 76,775,084 4,595,119 1,301,447 82,671,651 ― 82,671,651 
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 59,546 ― 3,233,320 3,292,867 (3,292,867) ― 

計 76,834,631 4,595,119 4,534,767 85,964,518 (3,292,867) 82,671,651 
営業費用 72,720,532 4,334,908 4,324,040 81,379,481 (2,021,193) 79,358,287 
営業利益 4,114,098 260,210 210,727 4,585,037 (1,271,673) 3,313,363 

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
      

資産 45,736,968 15,380,393 1,538,602 62,655,964 (1,808,467) 60,847,497 
減価償却費 3,282,505 86,803 5,878 3,375,187 45,407 3,420,594 
減損損失 50,672 ― ― 50,672 ― 50,672 
資本的支出 9,698,114 326,185 14,204 10,038,505 11,409 10,049,914 

 （注）3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,096,031 千円であり、

その主なものは親会社におけるグループ全体の管理業務に係る費用であります。 
4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 135,416 千円であり、その主なものは

投資固定資産並びにグループ全体の管理業務に係る親会社の資産であります。 
 
                                           以上 

 


