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（訂正）「平成18年12月期 決算短信（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 19年２月９日に開示いたしました「平成 18年 12月期 決算短信（連結）」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） 

【8ページ 3.経営成績及び財政状態（2）財政状態】１.資産、負債及び資本 

（訂正前） 

当連結会計年度末における総資産は１４１億８４百万円となり、前年同期と比較して９７百万円の減少となりました。増減の主

な内容は以下のとおりです。流動資産は現金及び預金が５億２０百万円減少、売掛金が２６百万円、たな卸資産が１２百万、前払

費用が１１百万円増加し、５億９７百万円の減少となりました。固定資産は新規出店を主因とする建物及び構築物が５９百万円（簿

価）、建設仮勘定が３億６８百万円増加などにより、４億９９百万円の増加となりました。負債は短期借入金が１億円、１年以内返

済予定長期借入金が２億２百万円、長期借入金が９３百万円増加、未払金が３億８４百万、未払法人税等が２億１５百万円の減少

などにより、２億４３百万円の減少となりました。純資産は利益剰余金が１億２２百万円、為替換算調整勘定が１４百万円増加し、

１億４５百万円の増加となりました。この結果、自己資本比率は４９．１％となりました。 

 

 

 

（訂正後） 

当連結会計年度末における総資産は１４１億８４百万円となり、前年同期と比較して９７百万円の減少となりました。増減の主

な内容は以下のとおりです。流動資産は現金及び預金が長期預金に５億円を預け入れたことなどにより１０億２０百万円減少、売

掛金が２６百万円、たな卸資産が１２百万、前払費用が１１百万円増加し、１０億９７百万円の減少となりました。固定資産は新

規出店を主因とする建物及び構築物が５９百万円（簿価）、建設仮勘定が３億６８百万円増加、長期預金に５億円預け入れたことな

どにより、９億９９百万円の増加となりました。負債は短期借入金が１億円、１年以内返済予定長期借入金が２億２百万円、長期

借入金が９３百万円増加、未払金が３億８４百万、未払法人税等が２億１５百万円の減少などにより、２億４３百万円の減少とな

りました。純資産は利益剰余金が１億２２百万円、為替換算調整勘定が１４百万円増加し、１億４５百万円の増加となりました。

この結果、自己資本比率は４９．１％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【11ページ 4.連結財務諸表等 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17年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成18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   2,115,145   1,594,300   △520,845 

 ２ 受取手形及び売掛金   462,054   488,891   26,836 

 ３ たな卸資産   204,787   217,028   12,240 

 ４ 前払費用   157,043   168,498   11,454 

 ５ 繰延税金資産   136,501   134,593   △1,908 

 ６ その他   172,610   47,601   △125,009 

   流動資産合計   3,248,144 22.7  2,650,913 18.7  △597,230 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   30,752   28,253   △2,498 

  (2) 長期前払費用   15,560   13,478   △2,082 

  (3) 繰延税金資産   48,976   78,382   29,406 

  (4) 差入保証金   1,639,171   1,700,969   61,797 

  (5) その他   ─   775   775 

   投資その他の資産合計   1,734,460 12.2  1,821,858 12.9  87,398 

   固定資産合計   11,033,979 77.3  11,533,381 81.3  499,402 

   資産合計   14,282,123 100.0  14,184,295 100.0  △97,828 

          

 



 

 (訂正後) 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成18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   2,115,145   1,094,300   △1,020,845 

 ２ 受取手形及び売掛金   462,054   488,891   26,836 

 ３ たな卸資産   204,787   217,028   12,240 

 ４ 前払費用   157,043   168,498   11,454 

 ５ 繰延税金資産   136,501   134,593   △1,908 

 ６ その他   172,610   47,601   △125,009 

   流動資産合計   3,248,144 22.7  2,150,913 15.2  △1,097,230 

Ⅱ 固定資産          

    （省略）      

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   30,752   28,253   △2,498 

  (2) 長期前払費用   15,560   13,478   △2,082 

  (3) 長期預金   ─   500,000   500,000 

  (4) 繰延税金資産   48,976   78,382   29,406 

  (5) 差入保証金   1,639,171   1,700,969   61,797 

  (6) その他   ─   775   775 

   投資その他の資産合計   1,734,460 12.2  2,321,858 16.4  587,398 

   固定資産合計   11,033,979 77.3  12,033,381 84.8  999,402 

   資産合計   14,282,123 100.0  14,184,295 100.0  △97,828 

          

 

 

 

【26ページ 4.連結財務諸表等 注記事項 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)】 
(訂正前) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18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 2,115,145千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △200,000千円

外貨定期預金 △894,629千円

現金及び現金同等物 1,020,516千円 

※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 1,594,300千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △1,120,094千円

外貨定期預金 － 千円

現金及び現金同等物 474,205千円 
 

 

 (訂正後) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18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 2,115,145千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △200,000千円

外貨定期預金 △894,629千円

現金及び現金同等物 1,020,516千円 

※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 1,094,300千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △620,094千円

外貨定期預金 － 千円

現金及び現金同等物 474,205千円 
 



【34ページ 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17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18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17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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18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 

 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。 

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 

 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。 

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 

 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。 

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 

 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。 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成17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。 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


