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平成29年６月26日

各 位

会 社 名 東和フードサービス株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長 岸野 禎則

(コード：3329)

問合せ先 執行役員管理本部部長 長谷川 研二

(TEL.０３－５８４３－７６６６)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正)))))平成平成平成平成平成2222299999年４月年４月年４月年４月年４月期期期期期 決算短信〔日本基準〕（決算短信〔日本基準〕（決算短信〔日本基準〕（決算短信〔日本基準〕（決算短信〔日本基準〕（非連結）非連結）非連結）非連結）非連結）

当社は、平成29年５月29日に公表いたしました「平成29年４月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載に

一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。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につきましても送信します。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

　

記

１．訂正の理由

平成29年５月29日の公表後に、法人税等の計算に誤りがあったため、また退職給付引当金の計上不足があったた

め、訂正するものであります。

２．訂正の内容

以下のとおりです。
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平成29年４月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成 29年 6月 26日

上 場 会 社 名 東和フードサービス株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3329 URL http://www.towafood-net.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役会長兼社長 (氏名)岸野 禎則

問合せ先責任者 (役職名)執行役員管理本部部長 (氏名)長谷川 研二 (TEL)(03)5843-7666
(百万円未満切捨て)

１．平成29年４月期の業績（平成28年５月１日～平成29年４月30日）

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

（訂正前）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年４月期 10,787 1.8 538 △7.5 558 △11.1 207 △36.7

28年４月期 10,597 2.3 582 6.6 628 12.2 327 20.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年４月期 50.98 - 4.4 7.9 5.0

28年４月期 80.24 - 7.2 8.8 5.5

(参考) 持分法投資損益 　29年４月期 -百万円 　28年４月期 -百万円
　

（訂正後）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年４月期 10,787 1.8 533 △8.5 553 △12.0 187 △42.7

28年４月期 10,597 2.3 582 6.6 628 12.2 327 20.8
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年４月期 46.12 - 4.0 7.8 4.9

28年４月期 80.24 - 7.2 8.8 5.5

(参考) 持分法投資損益 　29年４月期 -百万円 　28年４月期 -百万円

（２）財政状態

（訂正前）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年４月期 7,057 4,757 67.4 1,178.97

28年４月期 7,129 4,694 65.8 1,151.71

(参考) 自己資本 29年４月期 4,757百万円 28年４月期 4,694百万円
　

（訂正後）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年４月期 7,062 4,737 67.1 1,174.07

28年４月期 7,129 4,694 65.8 1,151.71

(参考) 自己資本 29年４月期 4,737百万円 28年４月期 4,694百万円
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２．配当の状況

（訂正前）

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

28年４月期 - 15.00 - 7.50 - 61 18.7 1.3

29年４月期 - 8.50 - 8.50 17.00 68 33.3 1.4

30年４月期(予想) - 8.50 - 8.50 17.00 16.1

　

（訂正後）

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

28年４月期 - 15.00 - 7.50 - 61 18.7 1.3

29年４月期 - 8.50 - 8.50 17.00 68 34.8 1.4

30年４月期(予想) - 8.50 - 8.50 17.00 16.1

３．平成30年４月期の業績予想（平成29年５月１日～平成30年４月30日）

（訂正前） (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 5,511 4.3 306 39.6 316 39.4 180 26.5 44.48

通 期 11,200 3.8 710 32.0 730 30.8 425 212.5 104.72

　

（訂正後） (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 5,511 4.3 306 39.6 316 39.4 180 26.5 44.48

通 期 11,200 3.8 710 33.2 730 32.0 425 127.0 105.33
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　①当事業年度の経営成績

　（訂正前）

（前略）

以上の結果、売上高は107億87百万円（前期比1.8％増）、営業利益は５億38百万円（同7.5％減）、経常利益は５億

58百万円（同11.1％減）、当期純利益が２億7百万円（同36.7％減）となりました。

　（訂正後）

（前略）

以上の結果、売上高は107億87百万円（前期比1.8％増）、営業利益は５億33百万円（同8.5％減）、経常利益は５億

53百万円（同12.0％減）、当期純利益が１億87百万円（同42.7％減）となりました。

　

（２）当期の財政状態の概況

（訂正前）

①資産、負債及び純資産の状況

当事業年度における総資産は70億57百万円となり、前事業年度末比72百万円減少しました。

負債は23億円となり、前事業年度末比１億34百万円減少しました。これは、主に長期借入金が42百万円、社債が

70百万円減少したことによるものです。

純資産は47億57百万円となり、前事業年度末比63百万円増加しました。

（訂正後）

①資産、負債及び純資産の状況

当事業年度における総資産は70億62百万円となり、前事業年度末比66百万円減少しました。

負債は23億25百万円となり、前事業年度末比１億9百万円減少しました。これは、主に長期借入金が42百万円、社

債が70百万円減少したことによるものです。

純資産は47億37百万円となり、前事業年度末比43百万円増加しました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

（訂正前）

　（前略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年４月期 平成26年４月期 平成27年４月期 平成28年４月期 平成29年４月期

自己資本比率 55.7 58.1 62.6 65.8 67.4

時価ベースの自己資本比率 69.3 68.4 82.8 107.8 125.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.2 1.2 1.6 1.2 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

15.9 34.9 47.0 79.5 130.7

　 ・自己資本比率：自己資本／総資産

　 ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　 ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　 ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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　 （注1）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

(注2）営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ています。

（注3）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（訂正後）

　（前略）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年４月期 平成26年４月期 平成27年４月期 平成28年４月期 平成29年４月期

自己資本比率 55.7 58.1 62.6 65.8 67.1

時価ベースの自己資本比率 69.3 68.4 82.8 107.8 124.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.2 1.2 1.6 1.2 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

15.9 34.9 47.0 79.5 130.7

　 ・自己資本比率：自己資本／総資産

　 ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　 ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　 ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　 （注1）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

(注2）営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ています。

（注3）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（４）今後の見通し

（訂正前）

　（前略）

このような状況下、当社は「東京圏ベストロケーション」、「女性ターゲット」、「ライトフード」を戦略の主軸

とし、店舗の立地、内装、商品（メニュー・サイズ・価格）、接客サービスを奥深く掘り下げ、「手の届く贅沢」を

満喫できる店づくりをさらに推進してまいります。以上によって、通期では、売上高112億円（前期比3.8％増）、営

業利益７億10百万円（前期比32.0％増）、経常利益７億30百万円（前期比30.8％増）、当期純利益４億25百万円（前

期比212.5％増）を見込んでおります。

（訂正後）

　（前略）

このような状況下、当社は「東京圏ベストロケーション」、「女性ターゲット」、「ライトフード」を戦略の主軸

とし、店舗の立地、内装、商品（メニュー・サイズ・価格）、接客サービスを奥深く掘り下げ、「手の届く贅沢」を

満喫できる店づくりをさらに推進してまいります。以上によって、通期では、売上高112億円（前期比3.8％増）、営

業利益７億10百万円（前期比33.2％増）、経常利益７億30百万円（前期比32.0％増）、当期純利益４億25百万円（前

期比127.0％増）を見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、会計基準につきましては、日本基準を適用して

おります。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,337,906 1,492,744

売掛金 85,511 103,803

ＳＣ預け金 270,103 280,090

商品及び製品 26,296 34,197

原材料及び貯蔵品 87,457 82,995

前払費用 116,917 119,735

繰延税金資産 37,313 33,543

その他 47,531 5,001

貸倒引当金 △422 △431

流動資産合計 2,008,615 2,151,681

固定資産

有形固定資産

建物 4,077,032 4,083,243

減価償却累計額 △2,883,877 △3,108,973

建物（純額） 1,193,155 974,270

構築物 684 684

減価償却累計額 △684 △684

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 39,983 112,802

減価償却累計額 △7,867 △35,579

機械及び装置（純額） 32,115 77,223

車両運搬具 3,723 3,723

減価償却累計額 △3,631 △3,662

車両運搬具（純額） 92 61

工具、器具及び備品 1,077,010 1,213,794

減価償却累計額 △848,062 △958,665

工具、器具及び備品（純額） 228,947 255,129

土地 1,118,599 1,118,599

リース資産 754,258 598,351

減価償却累計額 △403,403 △406,027

リース資産（純額） 350,855 192,324

有形固定資産合計 2,923,765 2,617,608

無形固定資産

ソフトウエア 854 4,695

リース資産 3,109 5,984

電話加入権 9,944 9,944

無形固定資産合計 13,908 20,623
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 34,192 37,705

出資金 300 300

従業員に対する長期貸付金 1,995 1,395

長期前払費用 32,115 27,323

繰延税金資産 179,598 228,651

差入保証金 467,623 460,909

敷金 1,464,704 1,508,872

その他 2,400 2,100

貸倒引当金 △4 △2

投資その他の資産合計 2,182,925 2,197,033

固定資産合計 5,120,599 4,905,485

資産合計 7,129,214 7,057,166

負債の部

流動負債

買掛金 257,444 245,722

1年内返済予定の長期借入金 42,860 42,860

1年内償還予定の社債 70,000 210,000

リース債務 133,515 89,456

未払金 387,740 402,769

未払賞与 104,627 102,408

未払費用 68,893 134,947

未払法人税等 105,247 117,100

未払消費税等 79,048 116,316

預り金 27,076 27,197

前受収益 2,045 2,045

店舗閉鎖損失引当金 3,605 -

資産除去債務 27,722 -

流動負債合計 1,309,826 1,490,823

固定負債

社債 210,000 -

長期借入金 214,270 171,410

リース債務 256,269 127,055

退職給付引当金 293,805 290,020

資産除去債務 129,824 199,846

長期預り金 1,500 1,500

長期預り敷金 19,484 19,484

固定負債合計 1,125,153 809,318

負債合計 2,434,980 2,300,141
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 673,341 673,341

資本剰余金

資本準備金 683,009 683,009

資本剰余金合計 683,009 683,009

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 2,980,000 3,230,000

繰越利益剰余金 367,050 258,844

利益剰余金合計 3,347,050 34,888,844

自己株式 △19,272 △100,331

株主資本合計 4,684,128 4,744,863

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,105 12,161

評価・換算差額等合計 10,105 12,161

純資産合計 4,694,234 4,757,024

負債純資産合計 7,129,214 7,057,166
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

（訂正後）

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,337,906 1,492,744

売掛金 85,511 103,803

ＳＣ預け金 270,103 280,090

商品及び製品 26,296 34,197

原材料及び貯蔵品 87,457 82,995

前払費用 116,917 119,735

繰延税金資産 37,313 34,419

その他 47,531 5,001

貸倒引当金 △422 △431

流動資産合計 2,008,615 2,152,557

固定資産

有形固定資産

建物 4,077,032 4,083,243

減価償却累計額 △2,883,877 △3,108,973

建物（純額） 1,193,155 974,270

構築物 684 684

減価償却累計額 △684 △684

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 39,983 112,802

減価償却累計額 △7,867 △35,579

機械及び装置（純額） 32,115 77,223

車両運搬具 3,723 3,723

減価償却累計額 △3,631 △3,662

車両運搬具（純額） 92 61

工具、器具及び備品 1,077,010 1,213,794

減価償却累計額 △848,062 △958,665

工具、器具及び備品（純額） 228,947 255,129

土地 1,118,599 1,118,599

リース資産 754,258 598,351

減価償却累計額 △403,403 △406,027

リース資産（純額） 350,855 192,324

有形固定資産合計 2,923,765 2,617,608

無形固定資産

ソフトウエア 854 4,695

リース資産 3,109 5,984

電話加入権 9,944 9,944

無形固定資産合計 13,908 20,623
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 34,192 37,705

出資金 300 300

従業員に対する長期貸付金 1,995 1,395

長期前払費用 32,115 27,323

繰延税金資産 179,598 233,349

差入保証金 467,623 460,909

敷金 1,464,704 1,508,872

その他 2,400 2,100

貸倒引当金 △4 △2

投資その他の資産合計 2,182,925 2,271,951

固定資産合計 5,120,599 4,910,184

資産合計 7,129,214 7,062,741

負債の部

流動負債

買掛金 257,444 245,722

1年内返済予定の長期借入金 42,860 42,860

1年内償還予定の社債 70,000 210,000

リース債務 133,515 89,456

未払金 387,740 402,769

未払賞与 104,627 102,408

未払費用 68,893 134,947

未払法人税等 105,247 135,922

未払消費税等 79,048 116,316

預り金 27,076 27,197

前受収益 2,045 2,045

店舗閉鎖損失引当金 3,605 -

資産除去債務 27,722 -

流動負債合計 1,309,826 1,509,645

固定負債

社債 210,000 -

長期借入金 214,270 171,410

リース債務 256,269 127,055

退職給付引当金 293,805 296,544

資産除去債務 129,824 199,846

長期預り金 1,500 1,500

長期預り敷金 19,484 19,484

固定負債合計 1,125,153 815,841

負債合計 2,434,980 2,325,486
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 673,341 673,341

資本剰余金

資本準備金 683,009 683,009

資本剰余金合計 683,009 683,009

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 2,980,000 3,230,000

繰越利益剰余金 367,050 239,074

利益剰余金合計 3,347,050 3,469,074

自己株式 △19,272 △100,331

株主資本合計 4,684,128 4,725,092

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,105 12,161

評価・換算差額等合計 10,105 12,161

純資産合計 4,694,234 4,737,254

負債純資産合計 7,129,214 7,062,741
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

（２）損益計算書

（訂正前）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年５月１日
　至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
　至 平成29年４月30日)

売上高 10,597,584 10,787,009

売上原価

商品及び原材料期首たな卸高 35,244 43,342

製品期首たな卸高 27,840 25,429

当期商品仕入高 1,636,603 1,744,953

当期製品製造原価 1,106,832 1,073,511

ロイヤリティー 20,017 21,584

合計 2,826,537 2,908,819

商品及び原材料期末たな卸高 43,342 55,184

製品期末たな卸高 25,429 33,709

売上原価合計 2,757,765 2,819,926

売上総利益 7,839,819 7,967,082

販売費及び一般管理費 7,257,589 7,428,562

営業利益 582,229 538,519

営業外収益

受取利息 258 127

受取配当金 499 579

受取家賃 26,501 27,087

協賛金収入 4,051 5,423

受取補償金 25,369 -

その他 5,166 4,331

営業外収益合計 61,847 37,550

営業外費用

支払利息 9,122 6,245

社債利息 1,821 1,309

不動産賃貸原価 1,432 3,934

その他 3,242 5,840

営業外費用合計 15,618 17,337

経常利益 628,458 558,732

特別利益

立退補償金 12,660 -

特別利益合計 12,660 -

特別損失

固定資産除却損 77,823 20,502

店舗閉鎖損失 2,231 -

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,605 -

減損損失 66,859 212,482

特別損失合計 150,519 232,985

税引前当期純利益 490,600 325,749

法人税、住民税及び事業税 190,630 165,159

法人税等調整額 △27,078 △46,421

法人税等合計 163,552 118,738

当期純利益 327,048 207,011
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

（訂正後）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年５月１日
　至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
　至 平成29年４月30日)

売上高 10,597,584 10,787,009

売上原価

商品及び原材料期首たな卸高 35,244 43,342

製品期首たな卸高 27,840 25,429

当期商品仕入高 1,636,603 1,744,953

当期製品製造原価 1,106,832 1,128,521

ロイヤリティー 20,017 21,584

合計 2,826,537 2,963,829

商品及び原材料期末たな卸高 43,342 55,184

製品期末たな卸高 25,429 33,709

売上原価合計 2,757,765 2,874,937

売上総利益 7,839,819 7,912,071

販売費及び一般管理費 7,257,589 7,379,067

営業利益 582,229 533,003

営業外収益

受取利息 258 127

受取配当金 499 579

受取家賃 26,501 27,087

協賛金収入 4,051 5,423

受取補償金 25,369 -

その他 5,166 4,331

営業外収益合計 61,847 37,550

営業外費用

支払利息 9,122 6,245

社債利息 1,821 1,309

不動産賃貸原価 1,432 3,934

その他 3,242 5,848

営業外費用合計 15,618 17,337

経常利益 628,458 553,215

特別利益

立退補償金 12,660 -

特別利益合計 12,660 -

特別損失

固定資産除却損 77,823 20,502

店舗閉鎖損失 2,231 -

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,605 -

減損損失 66,859 212,482

特別損失合計 150,519 232,985

税引前当期純利益 490,600 320,230

法人税、住民税及び事業税 190,630 184,988

法人税等調整額 △27,078 △51,995

法人税等合計 163,552 132,992

当期純利益 327,048 187,237
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

（３）株主資本等変動計算書

　（訂正前）

　（前期省略）

当事業年度(自 平成28年５月１日 至 平成29年４月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 673,341 683,009 683,009 2,980,000 367,050 3,347,050

当期変動額

別途積立金の積立 ― ― ― 250,000 △250,000 ―

剰余金の配当 ― ― ― ― △30,569 △30,569

剰余金の配当(中間配

当)
― ― ― ― △34,645 △34,645

当期純利益 ― ― ― ― 136,788 136,788

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― 250,000 △178,426 71,574

当期末残高 673,341 683,009 683,009 3,230,000 188,624 3,418,624

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △19,272 4,684,128 10,105 10,105 4,694,234

当期変動額

別途積立金の積立 ― ― ― ― ―

剰余金の配当 ― △30,569 ― ― △30,569

剰余金の配当(中間配

当)
― △34,645 ― ― △34,645

当期純利益 ― 207,011 ― ― 207,011

自己株式の取得 △81,059 △81,059 ― ― △81,059

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― 2,056 2,056 2,056

当期変動額合計 △81,509 60,738 2,056 2,056 62,794

当期末残高 △100,331 4,744,863 12,161 12,161 4,757,024
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

　（訂正後）

　（前期省略）

当事業年度(自 平成28年５月１日 至 平成29年４月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 673,341 683,009 683,009 2,980,000 367,050 3,347,050

当期変動額

別途積立金の積立 ― ― ― 250,000 △250,000 ―

剰余金の配当 ― ― ― ― △30,569 △30,569

剰余金の配当(中間配

当)
― ― ― ― △34,645 △34,645

当期純利益 ― ― ― ― 187,237 187,237

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― ― 250,000 △127,977 122,023

当期末残高 673,341 683,009 683,009 3,230,000 239,073 3,469,074

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △19,272 4,684,128 10,105 10,105 4,694,234

当期変動額

別途積立金の積立 ― ― ― ― ―

剰余金の配当 ― △30,569 ― ― △30,569

剰余金の配当(中間配

当)
― △34,645 ― ― △34,645

当期純利益 ― 187,237 ― ― 187,237

自己株式の取得 △81,059 △81,059 ― ― △81,059

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― 2,056 2,056 2,056

当期変動額合計 △81,059 40,964 2,056 2,056 43,020

当期末残高 △100,331 4,725,092 12,161 12,161 4,737,254
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

（４）キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年５月１日
　至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 490,600 325,749

減価償却費 586,307 576,927

減損損失 66,859 212,482

店舗閉鎖損失 2,231 -

営業補償金 △25,369 -

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,710 △3,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 8

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 830 △3,605

受取利息及び受取配当金 △758 △707

支払利息 9,122 6,245

立退補償金 △12,660 -

社債利息 1,821 1,309

固定資産除却損 77,823 20,502

売上債権の増減額（△は増加） △61,651 △28,280

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,825 △3,439

前払費用の増減額（△は増加） △8,886 △2,817

その他の流動資産の増減額（△は増加） △65,735 △48

長期前払費用の増減額（△は増加） △11,994 4,681

仕入債務の増減額（△は減少） 19,735 △11,721

未払金の増減額（△は減少） 51,100 △60,104

未払賞与の増減額（△は減少） 2,802 △2,218

未払費用の増減額（△は減少） △788 65,955

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△3,475 1,938

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,575 37,268

預り金の増減額（△は減少） 17,359 121

その他 284 286

小計 1,073,834 1,136,746

利息及び配当金の受取額 510 725

利息の支払額 △11,004 △7,456

補償金の受取額 25,369 -

法人税等の支払額 △214,331 △155,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 874,378 974,769

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 △642,713 △359,024

無形固定資産の取得による支出 △340 △4,402

固定資産の除却による支出 △47,555 △11,199

貸付金の回収による収入 △2,755 880

差入保証金の差入による支出 △10,000 -

差入保証金の回収による収入 19,897 6,714

敷金の差入による支出 △78,326 △25,843

敷金の回収による収入 110,099 23,956

資産除去債務の履行による支出 △24,299 △18,691

店舗閉鎖に伴う支出 △2,231 -

店舗立退に伴う補償金収入 12,660 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △665,563 △387,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △124,612 △42,860
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東和フードサービス株式会社(3329) 平成29年４月期 正誤表

社債の償還による支出 △90,000 △70,000

リース債務の返済による支出 △169,970 △173,272

自己株式の取得による支出 △57 △81,059

配当金の支払額 △71,207 △65,129

財務活動によるキャッシュ・フロー △455,847 △432,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,032 154,838

現金及び現金同等物の期首残高 1,584,938 1,337,906

現金及び現金同等物の期末残高 1,337,906 1,492,744
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（訂正後）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年５月１日
　至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 490,600 320,230

減価償却費 586,307 576,927

減損損失 66,859 212,482

店舗閉鎖損失 2,231 -

営業補償金 △25,369 -

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,710 2,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 8

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 830 △3,605

受取利息及び受取配当金 △758 △707

支払利息 9,122 6,245

立退補償金 △12,660 -

社債利息 1,821 1,309

固定資産除却損 77,823 20,502

売上債権の増減額（△は増加） △61,651 △28,280

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,825 △3,439

前払費用の増減額（△は増加） △8,886 △2,817

その他の流動資産の増減額（△は増加） △65,735 △48

長期前払費用の増減額（△は増加） △11,994 4,681

仕入債務の増減額（△は減少） 19,735 △11,721

未払金の増減額（△は減少） 51,100 △60,104

未払賞与の増減額（△は減少） 2,802 △2,218

未払費用の増減額（△は減少） △788 65,955

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△3,475 27,003

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,575 37,268

預り金の増減額（△は減少） 17,359 121

その他 284 286

小計 1,073,834 1,162,817

利息及び配当金の受取額 510 725

利息の支払額 △11,004 △7,456

補償金の受取額 25,369 -

法人税等の支払額 △214,331 △181,316

営業活動によるキャッシュ・フロー 874,378 974,769

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 △642,713 △359,024

無形固定資産の取得による支出 △340 △4,402

固定資産の除却による支出 △47,555 △11,199

貸付金の回収による収入 △2,755 880

差入保証金の差入による支出 △10,000 -

差入保証金の回収による収入 19,897 6,714

敷金の差入による支出 △78,326 △25,843

敷金の回収による収入 110,099 23,956

資産除去債務の履行による支出 △24,299 △18,691

店舗閉鎖に伴う支出 △2,231 -

店舗立退に伴う補償金収入 12,660 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △665,563 △387,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △124,612 △42,860
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社債の償還による支出 △90,000 △70,000

リース債務の返済による支出 △169,970 △173,272

自己株式の取得による支出 △57 △81,059

配当金の支払額 △71,207 △65,129

財務活動によるキャッシュ・フロー △455,847 △432,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,032 154,838

現金及び現金同等物の期首残高 1,584,938 1,337,906

現金及び現金同等物の期末残高 1,337,906 1,492,744
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（５）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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

（訂正前）

前事業年度
(自 平成27年５月１日
至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
至 平成29年４月30日)

１株当たり純資産額 1,151円71銭 1,178円97銭

１株当たり当期純利益金額 80円24銭 50円98銭

（注）1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.平成27年11月１日付けにて、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

3.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,694,234 4,757,024

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,694,234 4,757,024

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,075,898 4,034,898

　4.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 平成27年５月１日
至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
至 平成29年４月30日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 327,048 207,011

普通株式に係る当期純利益（千円） 327,048 207,011

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 4,075,909 4,059,966

（訂正後）

前事業年度
(自 平成27年５月１日
至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
至 平成29年４月30日)

１株当たり純資産額 1,151円71銭 1,174円07銭

１株当たり当期純利益金額 80円24銭 46円12銭

（注）1.潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.平成27年11月１日付けにて、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

3.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前事業年度
(平成28年４月30日)

当事業年度
(平成29年４月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,694,234 4,737,254

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,694,234 4,737,254

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

4,075,898 4,034,898

　4.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 平成27年５月１日
至 平成28年４月30日)

当事業年度
(自 平成28年５月１日
至 平成29年４月30日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 327,048 187,237

普通株式に係る当期純利益（千円） 327,048 187,237

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 4,075,909 4,059,966

(重要な後発事象)

（訂正前）

　 該当事項はありません。

（訂正後）

当社は、平成29年5月29日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による当社定款の定めに基づ

き、自己株式取得に係る事項について決議しました。

１．自己株式の取得を行う理由

　 将来において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるよう、自己株式の取得を行う。

２．取得の内容

　 （1）取得対象株式の種類 当社普通株式

　 （2）取得しうる株式の総数 40,000株を上限とする

　 （発行済株式総数に対する割合 0.98％）

　 （3）株式の取得価額の総額 100,000,000円を上限とする

　 （4）取得する期間 平成29年5月30日から平成29年7月28日まで

　 以上
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