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 各  位 

会 社 名 株式会社グローバルダイニング 

代表者名 代表執行役社長 長谷川 耕造 

 （コード番号 7625 東証第二部） 

問合せ先 財務経理チーム 遠 山 雄 介 

 （TEL.03－5469－3223） 

 

（訂正）「平成19年12月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成20年2月8日に開示いたしました「平成19年12月期 決算短信」について、下記のとお

り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．（訂正箇所） 

【2ページ】 

（訂正前） 

2. 20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

 

 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 

中間期 7,519 △4.5 236 △35.7 232 △37.0 116 △34.4 16 40 

通 期 15,636 △2.8 650 △12.5 648 △13.1 324 ─ 45 63 

 

（訂正後） 

2. 20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

 

 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 

中間期 7,519 △4.5 236 △35.7 232 △37.0 116 △34.4 16 40 

通 期 15,636 △2.8 650 △12.5 648 △13.1 324 887.8 45 63 

 

 

（訂正箇所） 

【5ページ 1.経営成績（2）財政状態に関する分析】１.資産、負債、及び純資産の状況 

（訂正前） 

流動資産は29億９百万円（前年同期比２億59百万円増）の主な内訳は、現金及び預金２億57百万円増加したことによるものでありま

す。有形固定資産は減損損失の計上などにより、85億51百万円（同10億85百万円減）、投資その他の資産が20億28百万円（同２億６百万

円増）となりました。 

 

（訂正後） 

流動資産は24億９百万円（前年同期比２億59百万円増）の主な内訳は、現金及び預金２億57百万円増加したことによるものでありま

す。有形固定資産は減損損失の計上などにより、85億51百万円（同10億85百万円減）、投資その他の資産が25億28百万円（同２億６百万

円増）となりました。 

 

 

 

 



【10ページ 4.連結財務諸表 （1）連結貸借対照表】 

(訂正前) 

  
前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比  

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   1,594,300   1,851,463   257,163 

 ２ 受取手形及び売掛金   488,891   502,199   13,308 

 ３ たな卸資産   217,028   262,541   45,513 

 ４ 前払費用   168,498   165,855   △2,643 

 ５ 繰延税金資産   134,593   73,937   △60,656 

 ６ その他   47,601   53,994   6,392 

   流動資産合計   2,650,913 18.7  2,909,992 21.4  259,078 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   28,253   20,123   △8,130 

  (2) 長期前払費用   13,478   29,515   16,037 

  (3) 繰延税金資産   78,382   307,277   228,895 

  (4) 差入保証金   1,700,969   1,671,851   △29,117 

  (5) その他   775   ─   △775 

   投資その他の資産合計   1,821,858 12.9  2,028,768 15.0  206,909 

   固定資産合計   11,533,381 81.3  10,661,881 78.6  △871,500 

   資産合計   14,184,295 100.0  13,571,873 100.0  △612,421 

          

 

 (訂正後) 

  
前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比  

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   1,094,300   1,351,463   257,163 

 ２ 受取手形及び売掛金   488,891   502,199   13,308 

 ３ たな卸資産   217,028   262,541   45,513 

 ４ 前払費用   168,498   165,855   △2,643 

 ５ 繰延税金資産   134,593   73,937   △60,656 

 ６ その他   47,601   53,994   6,392 

   流動資産合計   2,150,913 15.2  2,409,992 17.8  259,078 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   28,253   20,123   △8,130 

  (2) 長期前払費用   13,478   29,515   16,037 

  (3) 長期預金   500,000   500,000   ─ 

  (4) 繰延税金資産   78,382   307,277   228,895 

  (5) 差入保証金   1,700,969   1,671,851   △29,117 

  (6) その他   775   ─   △775 

   投資その他の資産合計   2,321,858 16.4  2,528,768 18.6  206,909 

   固定資産合計   12,033,381 84.8  11,161,881 82.2  △871,500 

   資産合計   14,184,295 100.0  13,571,873 100.0  △612,421 

          



【21ページ 4.連結財務諸表 （7）連結財務諸表に関する注記事項 (連結貸借対照表関係)】 
(訂正前) 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

 (平成19年12月31日) 

※１ 下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物及び構築物 1,188,026千円

土地 2,531,712千円

合計 3,719,739千円 

※１ 下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物及び構築物 709,621千円

土地 1,912,340千円

合計 2,621,961千円 
   債務の内容 

１年以内返済予定長期借入金 985,887千円 

長期借入金 345,419千円 

合計 1,331,306千円  

   債務の内容 

短期借入金 450,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 722,348千円 

長期借入金 1,236,012千円 

合計 2,408,360千円  
 

(訂正後) 

 (連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

 (平成19年12月31日) 

※１ 下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物及び構築物 1,188,026千円

土地 2,531,712千円

合計 3,719,739千円 

※１ 下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物及び構築物 709,621千円

土地 1,912,340千円

合計 2,621,961千円 
   債務の内容 

１年以内返済予定長期借入金 985,887千円 

長期借入金 345,419千円 

合計 1,331,306千円  

   債務の内容 

短期借入金 450,000千円 

１年以内返済予定長期借入金 722,348千円 

長期借入金 828,352千円 

合計 2,000,700千円  
 

【25ページ 4.連結財務諸表 （7）連結財務諸表に関する注記事項 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)】 
(訂正前) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,594,300千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △1,120,094千円

現金及び現金同等物 474,205千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,851,463千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △1,325,648千円

現金及び現金同等物 525,815千円 
 

(訂正後) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,094,300千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △620,094千円

現金及び現金同等物 474,205千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,351,463千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △825,648千円

現金及び現金同等物 525,815千円 
 

 

 



【33ページ 4.連結財務諸表 （7）連結財務諸表に関する注記事項 (デリバティブ取引関係)】 
(訂正前) 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

① 取引の内容及び利用目的等 

 当社グループは、現在及び将来の変動金利長期借入金の支

払利息を固定化するために金利スワップを利用しておりま

す。 

(１)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

(２)ヘッジ方針 

 借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リスクを回避

する目的で行っております。 

(３)ヘッジの有効性評価の方法 

 原則として、ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の

変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。 

 特例処理によっている金利スワップ取引は、有効性の判定

を省略しております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

          同左 

   

② 取引に対する取組方針 

 当社グループは、現在及び将来の借入金の金利変動リスク

を回避する目的にのみデリバティブ取引を利用する方針を

とっており、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリ

バティブ取引は行わない方針であります。 

② 取引に対する取組方針 

          同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有して

おります。 

 取引の相手方はいずれも信用度の高い大手金融機関である

ため、相手方の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほ

とんどないと判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

          同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 金利スワップ取引については、取締役会において承認を受

けた資金調達計画の借入金に対して、財務経理チームが契約

の締結を行っており、取引結果については定例取締役会に報

告を行うことになっております。 

④ 取引に係るリスク管理体制  

          同左   

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成18年12月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため記載しておりません。 

 

当連結会計年度(平成19年12月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため記載しておりません。 

 

 
 
 
 
 
 
 



(訂正後) 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日) 

① 取引の内容及び利用目的等 

 当社グループは、リスクが僅少かつ効率の良い金融資産運

用を目的として、定期預金金額の一部を｢ターゲット解約条件

付定期預金（イールドカーブスプレッド連動型）｣に預けてお

ります。この定期預金は、イールドカーブスプレッドに連動

する金利変動型の定期預金（以下｢デリバティブ預金｣）であ

ります。また金利関連のデリバティブ取引については、現在

及び将来の変動金利長期借入金の支払利息を固定化するため

に金利スワップを利用しております。 

(１)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

(２)ヘッジ方針 

 借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リスクを回避

する目的で行っております。 

(３)ヘッジの有効性評価の方法 

 原則として、ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の

変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。 

 特例処理によっている金利スワップ取引は、有効性の判定

を省略しております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

          同左 

   

② 取引に対する取組方針 

 当社グループは、デリバティブ預金について、リスクが僅

少かつ効率の良い金融資産運用を目的としております。また

金利関連のデリバティブ取引については、現在及び将来の借

入金の金利変動リスクを回避する目的にのみデリバティブ取

引を利用する方針をとっており、投機目的の取引及びレバ

レッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針でありま

す。 

② 取引に対する取組方針 

          同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ預金においては、長短金利の変動リスクのほ

か、一定の累積利息額に達した場合に解約する選択権が契約

先のみにあり、当社グループは、違約金を支払わなければ途

中解約できないという約定となっているため、中途解約の時

期によっては支払う違約金の額が預金元本を毀損するリスク

を有しております。金利スワップ取引は、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。 

 取引の相手方はいずれも信用度の高い大手金融機関である

ため、相手方の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほ

とんどないと判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

          同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の実行、管理につきましては、取引及び

取引限度額の設定等を、財務経理チームが取締役会において

承認を得て行っており、取引結果については定例取締役会に

報告を行うことになっております。 

④ 取引に係るリスク管理体制  

          同左   

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成18年12月31日) 

デリバティブ預金は時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対象から除いております。 

また、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象 

から除いております。  

 

当連結会計年度(平成19年12月31日) 

デリバティブ預金は時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対象から除いております。 

また、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象 

から除いております。  

 

 

 

 



【50ページ 5.個別財務諸表 （1）貸借対照表】 

(訂正前) 

  
前事業年度 

(平成18年12月31日) 

当事業年度 

(平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比  

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   1,540,211   1,776,733   236,521 

 ２ 売掛金   475,706   492,665   16,958 

 ３ 原材料   185,523   212,778   27,254 

 ４ 貯蔵品   16,547   27,677   11,129 

 ５ 前払費用   168,250   165,656   △2,594 

 ６ 繰延税金資産   125,064   73,937   △51,127 

 ７ その他   69,608   104,768   35,159 

   流動資産合計   2,580,914 18.7  2,854,216 20.5  273,302 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   28,253   20,123   △8,130 

  (2) 関係会社株式   1,662,730   1,662,730   ― 

  (3) 関係会社長期貸付金   1,148,051   2,039,477   891,425 

  (4) 長期前払費用   11,542   27,660   16,117 

  (5) 繰延税金資産   78,263   307,277   229,014 

  (6) 差入保証金   1,696,989   1,667,838   △29,150 

  (7) 従業員長期貸付金   775   ―   △775 

   投資その他の資産合計   4,626,605 33.6  5,725,108 41.1  1,098,502 

   固定資産合計   11,201,436 81.3  11,070,882 79.5  △130,553 

   資産合計   13,782,351 100.0  13,925,099 100.0  142,748 

          

 

(訂正後) 

  
前事業年度 

(平成18年12月31日) 

当事業年度 

(平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比  

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   1,040,211   1,276,733   236,521 

 ２ 売掛金   475,706   492,665   16,958 

 ３ 原材料   185,523   212,778   27,254 

 ４ 貯蔵品   16,547   27,677   11,129 

 ５ 前払費用   168,250   165,656   △2,594 

 ６ 繰延税金資産   125,064   73,937   △51,127 

 ７ その他   69,608   104,768   35,159 

   流動資産合計   2,080,914 15.1  2,354,216 16.9  273,302 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   28,253   20,123   △8,130 

  (2) 関係会社株式   1,662,730   1,662,730   ― 

  (3) 関係会社長期貸付金   1,148,051   2,039,477   891,425 

  (4) 長期前払費用   11,542   27,660   16,117 

  (5) 長期預金   500,000   500,000   ― 

  (6) 繰延税金資産   78,263   307,277   229,014 

  (7) 差入保証金   1,696,989   1,667,838   △29,150 

  (8) 従業員長期貸付金   775   ―   △775 

   投資その他の資産合計   5,126,605 37.2  6,225,108 44.7  1,098,502 

   固定資産合計   11,701,436 84.9  11,570,882 83.1  △130,553 

   資産合計   13,782,351 100.0  13,925,099 100.0  142,748 
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(訂正前) 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 

(平成18年12月31日) 

当事業年度 

(平成19年12月31日) 

※１  下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物 736,457千円

土地 1,912,340千円

合計 2,648,798千円 

※１  下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物 709,621千円

土地 1,912,340千円

合計 2,621,961千円 
   債務の内容 

１年以内返済予定長期借入金 964,448千円

長期借入金 1,516,460千円

合計 2,480,908千円

  

   債務の内容 

短期借入金 450,000千円

１年以内返済予定長期借入金 722,348千円

長期借入金 1,236,012千円

合計 2,408,360千円

  

 

(訂正後) 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 

(平成18年12月31日) 

当事業年度 

(平成19年12月31日) 

※１  下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物 736,457千円

土地 1,912,340千円

合計 2,648,798千円 

※１  下記のとおり債務の担保に供しております。 

   担保資産 

建物 709,621千円

土地 1,912,340千円

合計 2,621,961千円 
   債務の内容 

１年以内返済予定長期借入金 964,448千円

長期借入金 1,516,460千円

合計 2,480,908千円

  

   債務の内容 

短期借入金 450,000千円

１年以内返済予定長期借入金 722,348千円

長期借入金 828,352千円

合計 2,000,700千円

  

 

 

 

 

以 上 


