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会 社 名 ワタベウェディング株式会社
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（コード番号:4696　東証第一部・大証第一部）

問合せ先 常務取締役管理本部長 上 田 勝 己

 （TEL：075-352-4111）

 （訂正・数値データ訂正あり）「平成19年３月期　決算短信」の一部訂正について

　平成19年５月８日に発表いたしました「平成19年３月期　決算短信」の記載内容について、一部誤りがありましたので、

下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信します。なお、

訂正箇所には下線を付しております。

記

・訂正箇所 １ページ (3) 連結キャッシュ・フローの状況

 ５ページ ②　キャッシュ・フローの状況

 16ページ (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,536 △2,447 △1,001 4,849

18年３月期 2,280 △2,893 △16 4,729

＜訂正後＞

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,569 △2,447 △1,034 4,849

18年３月期 2,280 △2,893 △16 4,729

－ 1 －



＜訂正前＞

 ②　キャッシュフローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,536百万円の収入、投

資活動によるキャッシュ・フローが2,447百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,001百万円の支

出となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高は、期首より120百

万円増加し、4,849百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ1,255百万円増加し、3,536百万円（前年同期比55.1％増）と

なりました。これは、税金等調整前当期純利益1,757百万円のほか、主に減価償却費の増加1,342百万円等があっ

たことによるものであります。

　（省略）

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,001百万円（前年同期比59.3倍）となりました。これは、前連結会計年度に

おいては長期借入れによる収入1,600百万円があったこと等によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

第41期
平成17年３月期

第42期
平成18年３月期

第43期
平成19年３月期

自己資本比率（％） 59.3 58.6 58.7

時価ベースの自己資本比率（％） 101.2 104.9 66.8

債務償還年数（年） 1.5 1.3 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 67.0 86.8 174.8

＜訂正後＞

 ②　キャッシュフローの状況

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3,569百万円の収入、投

資活動によるキャッシュ・フローが2,447百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,034百万円の支

出となり、この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高は、期首より120百

万円増加し、4,849百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ1,288百万円増加し、3,569百万円（前年同期比56.5％増）と

なりました。これは、税金等調整前当期純利益1,757百万円のほか、主に減価償却費の増加1,375百万円等があっ

たことによるものであります。

　（省略）

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,034百万円（前年同期比61.3倍）となりました。これは、前連結会計年度に

おいては長期借入れによる収入1,600百万円があったこと等によるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

第41期
平成17年３月期

第42期
平成18年３月期

第43期
平成19年３月期

自己資本比率（％） 59.3 58.6 58.7

時価ベースの自己資本比率（％） 101.2 104.9 66.8

債務償還年数（年） 1.5 1.3 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 67.0 86.8 102.0

－ 2 －



＜訂正前＞

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 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）

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）

対前年比

区分 金額（千円） 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 1,873,559 1,757,491  

減価償却費 1,235,176 1,342,078  

貸倒引当金の増加（△減少）額 8,911 △33,496  

受取利息及び配当金 △12,687 △13,816  

支払利息 24,602 36,963  

為替差益 △37,221 △15,857  

有形固定資産除売却損 44,566 106,672  

施設店舗整理損 － 431,825  

減損損失 － 194,332  

投資有価証券売却益 △197,330 △1,007  

売上債権の増加額 △215,588 △155,191  

たな卸資産増加額 △59,530 △51,896  

仕入債務の増加額 59,526 436,911  

前受金の増加（△減少）額 146,971 △163,528  

その他 △109,403 565,540  

小計 2,761,552 4,437,020 1,675,468

利息及び配当金の受取額 12,794 13,542  

利息の支払額 △26,277 △20,236  

法人税等の支払額 △467,477 △893,986  

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,280,592 3,536,340 1,255,748

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △309,640 △299,259  

定期預金の払戻による収入 292,000 307,922  

投資有価証券の取得による支出 － △30,500  

投資有価証券の売却による収入 204,330 4,493  

有形固定資産の取得による支出 △2,597,698 △2,422,623  

有形固定資産の売却による収入 28,645 558,037  

無形固定資産の取得による支出 △324,897 △356,017  

差入保証金の返還による収入 54,719 258,739  

差入保証金の支払 △247,843 △318,917  

その他 7,219 △149,847  

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,893,164 △2,447,971 445,192

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

新株予約権の行使による新株の発行 77,418 43,030  

短期借入金の純減少額 △60,849 △5,950  

長期借入れによる収入 1,600,000 －  

長期借入金の返済による支出 △1,345,600 △777,500  

配当金の支払額 △244,950 △246,559  

その他 △42,904 △15,001  

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,885 △1,001,981 △985,095

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 116,713 33,774 △82,938

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △512,743 120,162 632,906

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,242,574 4,729,830 △512,743

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,729,830 4,849,993 120,162

    

－ 3 －



＜訂正後＞

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 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）

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）

対前年比

区分 金額（千円） 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 1,873,559 1,757,491  

減価償却費 1,235,176 1,375,094  

貸倒引当金の増加（△減少）額 8,911 △33,496  

受取利息及び配当金 △12,687 △13,816  

支払利息 24,602 36,963  

為替差益 △37,221 △15,857  

有形固定資産除売却損 44,566 110,197  

施設店舗整理損 － 431,825  

減損損失 － 194,332  

投資有価証券売却益 △197,330 △1,007  

売上債権の増加額 △215,588 △155,191  

たな卸資産増加額 △59,530 △51,896  

仕入債務の増加額 59,526 436,911  

前受金の増加（△減少）額 146,971 △163,528  

その他 △109,403 576,776  

小計 2,761,552 4,484,798 1,723,245

利息及び配当金の受取額 12,794 13,542  

利息の支払額 △26,277 △34,997  

法人税等の支払額 △467,477 △893,986  

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,280,592 3,569,357 1,288,764

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △309,640 △299,259  

定期預金の払戻による収入 292,000 307,922  

投資有価証券の取得による支出 － △30,500  

投資有価証券の売却による収入 204,330 4,493  

有形固定資産の取得による支出 △2,597,698 △2,422,623  

有形固定資産の売却による収入 28,645 558,037  

無形固定資産の取得による支出 △324,897 △356,017  

差入保証金の返還による収入 54,719 258,739  

差入保証金の支払 △247,843 △318,917  

その他 7,219 △149,847  

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,893,164 △2,447,971 445,192

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

新株予約権の行使による新株の発行 77,418 43,030  

短期借入金の純減少額 △60,849 △5,950  

長期借入れによる収入 1,600,000 －  

長期借入金の返済による支出 △1,345,600 △777,500  

配当金の支払額 △244,950 △246,559  

その他 △42,904 △48,017  

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,885 △1,034,997 △1,018,112

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 116,713 33,774 △82,938

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △512,743 120,162 632,906

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,242,574 4,729,830 △512,743

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,729,830 4,849,993 120,162

    

－ 4 －


