
(コード番号7522　東証第一部)

  代表取締役社長・ＣＥＯ

（　ＴＥＬ　０３-５７３７－２７８４　）

平成１９年５月１８日に発表いたしました「平成１９年３月期　決算短信」において一部訂正すべき事項がありましたので、
下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には二重下線を付しております。

記
〔1〕　 1ページ

１.平成19年3月期の連結業績　　(2)連結財政状態

【訂正前】

円 銭 円 銭

489 68 488 28

458 77 458 77
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4.連結財務諸表　　(1)連結貸借対照表

（資産の部） （資産の部）

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 １．現金及び預金

２．受取手形及び売掛金 ２．受取手形及び売掛金

３．売掛金

３．棚卸資産 ４．棚卸資産

４．繰延税金資産 ５．繰延税金資産

５．その他 ６．その他

６．貸倒引当金 △3,592 ７．貸倒引当金 △3,592

１．投資有価証券 １．投資有価証券 60,916

７．貸倒引当金 ７．貸倒引当金

〔3〕　 14ページ

4.連結財務諸表　　(2)連結損益計算書

（資産の部） （資産の部）

５. 減損損失 ５. 減損損失

６. 貸倒引当金繰入額 － ６. 貸倒引当金繰入額 －

７．子会社株式評価損 8,660 ７．関係会社株式評価損 8,660

   ワ　 　タ　 　ミ　　 株　 　式　 　会　 　社 　

渡邉　美樹

荻野　　裕　経理財務部長

19年３月期 62,990

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先

(訂正) 平成19年３月期　決算短信の一部訂正について

１株当たり純資産

【訂正後】

【訂正前】

【訂正前】

【訂正後】

【訂正後】

６. その他

7,529,199

1,657,901

2,992,544

(3）投資その他の資産

２．長期貸付金

税金等調整前当期純利益 税金等調整前当期純利益3,553,875 3,553,875

200,684 200,684

Ⅶ　特別損失 Ⅶ　特別損失

729,780 729,780

区分 金額（千円） 区分 金額（千円）

181,408

93,385

当連結会計年度 当連結会計年度

 至　平成19年３月31日）  至　平成19年３月31日）

（自　平成18年４月１日 （自　平成18年４月１日

18年３月期

総資産

百万円

５．投資固定資産

60,847

2,992,544

区分

４．繰延税金資産

１株当たり純資産

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

7,529,199

金額（千円）区分

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

金額（千円）

６. その他

(3）投資その他の資産

２．長期貸付金

３．差入保証金

181,408

60,916

22,682

３．差入保証金

平成19年6月7日

△64,837 △64,837

976,111

各　　位

101,390 80,017

14,704,909

1,552,023 1,552,023

 　 減価償却累計額

14,704,909

４．繰延税金資産

５．投資固定資産

80,017

1,046,813

101,390 　 減価償却累計額

285,305 285,305

1,657,901 -

967,830 967,830



〔4〕　 23ページ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

・6行目

〔5〕　 24ページ

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

・2行目 純資産の部の表示に反する 純資産の部の表示に関する
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(税効果会計関係)

繰延税金資産 繰延税金資産

流動資産 流動資産

未払事業税及び事業所税否認 千円 未払事業税及び事業所税否認 千円

株主優待引当金否認 65,603 千円 株主優待引当金否認 65,603 千円

未払賞与否認 25,967 千円 未払賞与否認 26,382 千円

貸倒引当金 314 千円 (　削除　)

前受収益 23,142 千円 前受収益 23,142 千円

その他 7,139 千円 その他 7,453 千円

小計 千円 小計 千円

評価性引当額 △16,976 千円 評価性引当額 △17,436 千円

流動資産計 千円 流動資産計 千円

投資その他の資産 投資その他の資産

減価償却超過額 千円 減価償却超過額 千円

固定資産除却損・減損損失否認 69,784 千円 固定資産除却損・減損損失否認 69,784 千円

連結会社間内部利益消去 96,785 千円 連結会社間内部利益消去 96,785 千円

ゴルフ会員権評価損否認 20,109 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 18,807 千円 リゾート会員権評価損否認 12,560 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 24,004 千円 貸倒引当金繰入限度超過額 24,004 千円

繰越欠損金 千円 繰越欠損金 千円

その他 千円 長期前受収益 90,642 千円

小計 千円 その他 38,870 千円

小計 千円

評価性引当額 △479,564 千円 評価性引当額 △453,463 千円

投資その他の資産合計 千円 投資その他の資産合計 千円

繰延税金資産合計 千円 繰延税金資産合計 千円

繰延税金負債 繰延税金負債

固定負債 固定負債

有価証券評価差額金 △12,396 千円 有価証券評価差額金 △12,396 千円

全面時価法による評価差額金 △77,074 千円 全面時価法による評価差額金 △76,367 千円

その他 △8,696 千円 その他 △17,903 千円

小計 △98,166 千円 小計 △106,667 千円

繰延税金負債合計 △98,166 千円 繰延税金負債合計 △106,667 千円

繰延税金資産の純額 千円 繰延税金資産の純額 千円

法定実効税率 40.5 ％ 法定実効税率 40.5 ％

（調整）　住民税均等割 2.3 ％ （調整）　住民税均等割 2.3 ％

のれん償却 5.0 ％ のれん償却 5.0 ％

交際費 0.9 ％ 交際費 0.5 ％

評価性引当額 7.8 ％ 評価性引当額 7.4 ％

その他 △2.3 ％ 海外子会社税率差異 △1.0 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.3 ％ その他 △0.4 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.3 ％

【訂正後】

180,116

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

180,162

【訂正前】

【訂正前】

【訂正後】

4.会計処理基準に関する事項（5）連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算の基準

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
及び少数株主持分に含めて計上しております。

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
に含めて計上しております。

1,568,351

1,853,656

【訂正前】

1,330,412

2,030,314

1,576,851

2,047,915

1,330,653

当連結会計年度

302,742

285,305

347,148

302,281

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

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

1,862,156

1,755,4891,755,490

285,305

373,444

114,330

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 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

至　平成19年３月31日）

（自　平成18年４月１日

【訂正後】



〔7〕　40ページ

(関連当事者との取引)

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

【訂正前】 【訂正後】

属性

 役員

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

【訂正前】 【訂正後】

属性

 役員

属性

（注２）
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(一株当たり情報)

・1行目 １株当たり純資産額 ４８９円６８銭 １株当たり純資産額 ４８８円２８銭

〔9〕 49ページ

5.個別財務諸表　　(2)損益計算書

（資産の部） （資産の部）

－ －

７．事業損失引当金繰入額

税引前当期純利益 税引前当期純利益

〔10〕　 57ページ

会計処理方法の変更　　(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

・6行目

５．投資損失引当金繰入額

６．貸倒引当金繰入額 

５．投資損失引当金繰入額

６．貸倒引当金繰入額 

779,629 779,629

121,400

【訂正前】 【訂正後】

789,033 789,033
７．関係会社事業損失引当
金繰入額

121,400

24,300 24,300

会社等の名称

渡邉美樹

会社等の名称

渡邉美樹

Ⅶ　特別損失 Ⅶ　特別損失

区分 金額（千円） 区分 金額（千円）

当事業年度 当事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成18年４月１日

 至　平成19年３月31日）  至　平成19年３月31日）

126,729 328,365

会社等の名称

議決権等の所有（被所有）割合 議決権等の所有（被所有）割合

㈲アレーテー

被所有

直接

5.3%

 －

議決権等の所有（被所有）割合 議決権等の所有（被所有）割合

役員が
議決権
の過半
数を実
質的に
所有し
ている
会社

【訂正前】 【訂正後】

取引金額
(千円)

取引金額
(千円)

【訂正後】

これまでの資本の部の合計に相当する金額は
19,253,815千円であります。

【訂正前】

これまでの資本の部の合計に相当する金額は
19,234,032千円であります。

被所有

直接

5.3%

 －
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会計処理方法の変更　　(会計方針の変更)　2.店舗設備賃貸

・5行目

・13行目

〔12〕　 59ページ

注記事項　 (貸借対照表関係)　6.関係会社への保証債務

・7行目

〔13〕　 62ページ

注記事項　 (税効果会計関係)

流動資産 流動資産

未払事業税及び事業所税否認 1,728 千円 未払事業税及び事業所税否認 1,728 千円

前受収益 11,571 千円 前受収益 11,571 千円

その他 729 千円 その他 729 千円

小計 14,028 千円 小計 14,028 千円

投資その他の資産 投資その他の資産

減価償却超過額 千円 減価償却超過額 千円

リゾート会員権評価損否認 18,808 千円 リゾート会員権評価損否認 12,560 千円

ゴルフ会員権評価損否認 20,109 千円 ゴルフ会員権評価損否認 20,109 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 24,004 千円 貸倒引当金繰入限度超過額 24,004 千円

固定資産除却損・減損損失否認 69,784 千円 固定資産除却損・減損損失否認 69,784 千円

投資損失引当金 48,721 千円 投資損失引当金 48,721 千円

関係会社事業損失引当金 49,167 千円 関係会社事業損失引当金 49,167 千円

その他 57,673 千円 長期前受収益 45,321 千円

小計 千円 その他 21,558 千円

繰延税金資産小計 千円 小計 千円

評価性引当額 △168,908 千円 繰延税金資産小計 千円

繰延税金資産合計 千円 評価性引当額 △162,661 千円

繰延税金資産合計 千円

繰延税金負債 繰延税金負債

固定負債 固定負債

その他有価証券評価差額金 △11,292 千円 その他有価証券評価差額金 △11,292 千円

繰延税金負債合計 △11,292 千円 その他 △9,207 千円

繰延税金資産の純額 千円 繰延税金負債合計 △20,499 千円

繰延税金資産の純額 千円

法定実効税率 40.5 ％ 法定実効税率 40.5 ％

（調整）　住民税均等割 2.0 ％ （調整）　住民税均等割 2.0 ％

交際費 4.3 ％ 交際費 2.4 ％

評価性引当額 8.5 ％ 評価性引当額 8.5 ％

その他 △1.8 ％ その他 0.1 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.5 ％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.5 ％

以上

【訂正後】

【訂正前】

【訂正前】

【訂正後】

　賃料支払　(476,313千円)　に対する連帯保証を
行っております。

当事業年度

売上高が2,297,402千円、売上原価が2,343,630千円
増加し、売上総利益が46,228千円減少しております。

　その結果、従来と同様の処理を行った場合に比し
て、売上高が875,451千円、売上原価が832,706千円
増加し、売上総利益及び営業利益がそれぞれ42,744
千円増加しております。

　その結果、従来と同様の処理を行った場合に比し
て、売上高が875,451千円、売上原価が826,200千円
増加し、売上総利益及び営業利益がそれぞれ49,251
千円増加しております。

売上高及び売上原価がそれぞれ2,297,402千円増加
しております。

　賃料支払　(478,496千円)　に対する連帯保証を
行っております。

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

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

1,539,165

（自　平成18年４月１日

【訂正前】 【訂正後】

1,358,965

1,358,965

1,370,257

（自　平成18年４月１日

1,528,097

1,542,125

1,379,464

1,525,137

1,236,873 1,236,873

至　平成19年３月31日） 至　平成19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 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

当事業年度


