
(コード番号7522　東証第一部)

　代表取締役社長

　執行役員経理財務グループ長

（　ＴＥＬ　０３-５７３７－２７８４　）

平成２１年５月１２日に発表いたしました「平成２１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。

Ⅰ　訂正理由
　   平成21年５月12日付「平成21年３月期　決算短信」の記載内容について、一部事務処理上の手続きにおいて転記・誤植等の誤りがあったため
　訂正いたします。

Ⅱ　訂正箇所
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4.連結財務諸表　　(1)連結貸借対照表

（単位：百万円） （単位：百万円）

資産の部 資産の部

　　流動資産 　　流動資産

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

たな卸資産 たな卸資産

商品 (削除)

商品及び製品

製品 (削除)

仕掛品 仕掛品

原材料 (削除)

原材料及び貯蔵品

繰延税金資産 繰延税金資産

その他 その他

貸倒引当金 △34 貸倒引当金 △34

流動資産合計 13,029 流動資産合計 13,029

　　流動負債 　　流動負債

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

短期借入金 短期借入金

リース債務 リース債務

未払金 未払金

未払法人税等 未払法人税等

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

その他 8,246 その他 8,079

流動負債合計 流動負債合計

　　固定負債 　　固定負債

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

長期借入金 長期借入金

リース債務 リース債務

退職給付引当金 退職給付引当金

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

負ののれん 15 (削除)

長期預り入居金 3,608 長期預り入居金 3,608

その他 2,311 その他 1,964

固定負債合計 固定負債合計

　　負債合計 　　負債合計
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4.連結財務諸表　　(2)連結損益計算書

（単位：百万円） （単位：百万円）

　　受取利息 91 　　受取利息 91

　　店舗備品協賛金 84 　　店舗備品協賛金 61

　　設備賃貸収入 　　設備賃貸収入

　　雑収入 　　雑収入

　　営業外収益合計 　　営業外収益合計1,393

665

552

営業外収益

13,374 13,374

70 70

4,997

平成21年6月5日

22,875

（平成21年３月31日）

－

464

1,516

1,099

547

1,599

665

575

1,393

各　　位

当連結会計年度

当連結会計年度

8,030

1,099

22,875

425

239

4,634

393

2,6102,613

393

99

425

311

当連結会計年度

（平成21年３月31日）

－

24,559

47,435

24,559

47,435

【訂正後】

（自　平成20年４月１日

 至　平成21年３月31日）

営業外収益

【訂正前】

当連結会計年度

 至　平成21年３月31日）

（自　平成20年４月１日

負債の部

8,030

【訂正前】 【訂正後】

339

314

負債の部

会 社 名

代 表 者 名

問 合 せ 先

(訂正) 「平成２１年３月期　決算短信」の一部訂正について

ワ タ ミ 株 式 会 社

渡邉　美樹

荻野　　裕

記
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注記事項

　（連結貸借対照表関係） 　（連結貸借対照表関係）

（1） 担保に供している資産 （1） 担保に供している資産

差入保証金 20 百万円 差入保証金 20 百万円

建物及び構築物 436 百万円 建物及び構築物 436 百万円

土地 394 百万円 土地 394 百万円

  計 850 百万円   計 851 百万円

（2） 上記に対応する債務 （2） 上記に対応する債務

短期借入金 77 百万円 短期借入金 77 百万円

1年内償還予定の社債 40 百万円 （削除）

長期借入金 488 百万円 長期借入金 488 百万円

社債 320 百万円 社債 200 百万円

  計 925 百万円   計 765 百万円
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5.個別財務諸表　　(1)貸借対照表

（単位：百万円） （単位：百万円）

　　流動負債 　　流動負債

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

1年内返済予定の長期借入金 2,364 1年内返済予定の長期借入金 2,364

リース債務 328 リース債務 402

未払金 1,002 未払金 928

未払消費税 － 未払消費税 －

～省略～ ～省略～ ～省略～ ～省略～

流動負債合計 19,939 流動負債合計 19,939

　　固定負債 　　固定負債

長期借入金 11,160 長期借入金 11,160

リース債務 1,246 リース債務 1,389

預り保証金 1,145 預り保証金 1,145

長期未払金 219 長期未払金 －

関係会社事業損失引当金 281 関係会社事業損失引当金 281

その他 20 その他 96

固定負債合計 14,072 固定負債合計 14,072

　負債合計 34,011 　負債合計 34,011
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注記事項　（貸借対照表関係）

6.子会社が締結した建物賃貸借契約に基づく賃料支払に対して、 6.子会社が締結した建物賃貸借契約に基づく賃料支払に対して、

　 連帯保証を行っております。 　 連帯保証を行っております。

7.子会社の銀行借入金に対して、連帯保証を行っております。 7.子会社の銀行借入金に対して、連帯保証を行っております。

【訂正前】 【訂正後】

【訂正前】 【訂正後】

【訂正後】

当事業年度

（平成21年３月31日） （平成21年３月31日）

【訂正前】

負債の部 負債の部

当事業年度

保証先 未経過賃料残高 保証先 未経過賃料残高

ワタミの介護株式会社 38,073百万円 ワタミの介護株式会社 36,977百万円

ワタミエコロジー株式会社 1,095百万円

和民（中国）有限公司 58百万円 和民（中国）有限公司 60百万円

95百万円 台灣和民餐飲股份有限公司 262百万円

保証先 保証債務残高 保証先 保証債務残高

和民（中国）有限公司 40百万円 和民（中国）有限公司 38百万円

台灣和民餐飲股份有限公司
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リース取引

1.　ファイナンスリース取引（借主側） 1.　ファイナンスリース取引（借主側）

　（1）　リース物件の取得価額相当額、　減価償却累計額相当 　（1）　リース物件の取得価額相当額、　減価償却累計額相当

　額、　減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　額、　減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額相

当額
（百万円）

減損損失
累計額相

当額
（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額相

当額
（百万円）

減損損失
累計額相

当額
（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

有形固定資産 有形固定資産

（建物） 4,922 1,359 － 3,563 （建物） 5,482 1,636 － 3,846

（機械及び装置） 371 141 － 230 （機械及び装置） 371 141 － 230

（車両運搬具） 14 4 － 9 （車両運搬具） 14 4 － 9

（器具及び備品） 7,323 4,584 84 2,653 （器具及び備品） 7,612 4,743 84 2,783

無形固定資産 無形固定資産

（その他） 106 52 － 54 （ソフトウェア） 106 52 － 54

投資その他資産 (削除)

（その他） 289 159 － 129 (削除)

13,027 6,300 84 6,641 13,587 6,577 84 6,925

　（2）　未経過リース料期末残高相当額等 　（2）　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,004 百万円 １年内 2,040 百万円

１年超 4,880 百万円 １年超 5,170 百万円

　合計 6,884 百万円 　合計 7,210 百万円

　リース資産減損勘定の残高 64 百万円 　リース資産減損勘定の残高 64 百万円

　（3）　支払リース料、　リース資産減損勘定の取崩額、減価 　（3）　支払リース料、　リース資産減損勘定の取崩額、減価

　償却費相当額、　支払利息相当額及び減損損失 　償却費相当額、　支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,317 百万円 支払リース料 2,521 百万円

リース資産減損勘定の取崩額 55 百万円 リース資産減損勘定の取崩額 50 百万円

減価償却費相当額 2,152 百万円 減価償却費相当額 2,317 百万円

支払利息相当額 170 百万円 支払利息相当額 225 百万円

減損損失 56 百万円 減損損失 53 百万円
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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 17 百万円 未払事業税及び事業所税否認 17 百万円

前受収益  4 百万円 （削除）

貸倒引当金繰入限度超過額 5 百万円

その他 8 百万円 その他 7 百万円

小計 30 百万円 小計 30 百万円

評価性引当額  △5 百万円 評価性引当額  △5 百万円

流動資産計  25 百万円 流動資産計  25 百万円

投資その他の資産 投資その他の資産

減価償却超過額 1,616 百万円 減価償却超過額 1,616 百万円

ゴルフ会員権評価損否認 13 百万円 ゴルフ会員権評価損否認 13 百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 16 百万円 貸倒引当金繰入限度超過額 16 百万円

固定資産除却損・減損損失否認 186 百万円 固定資産除却損・減損損失否認 186 百万円

投資損失引当金 － 百万円 （削除）

関係会社事業損失引当金 116 百万円 関係会社事業損失引当金 113 百万円

関係会社株式評価損否認 56 百万円

長期前受収益 7 百万円 （削除）

その他 69 百万円 その他 20 百万円

小計 2,025 百万円 小計 2,022 百万円

繰延税金資産小計 2,051 百万円 （削除）

評価性引当額 △203 百万円 評価性引当額 △200 百万円

投資その他資産合計 1,822 百万円

繰延税金資産合計 1,848 百万円 繰延税金資産合計 1,848 百万円

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 △2 百万円 その他有価証券評価差額金 △2 百万円

その他 △12 百万円 その他 △12 百万円

繰延税金負債合計 △14 百万円 繰延税金負債合計 △14 百万円

繰延税金資産の純額 1,833 百万円 繰延税金資産の純額 1,833 百万円

【訂正前】 【訂正後】

当事業年度 当事業年度

（平成21年３月31日） （平成21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

合計

【訂正前】 【訂正後】

合計
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