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平成 18 年 12 月 7 日 
各   位 
 会 社 名 株式会社アーバンコーポレイション 
 代 表 者 名 代表取締役社長 房 園 博 行 

（コード番号 ８８６８ 東証第１部） 
 問い合せ先 常 務 取 締 役 宮 地 典 之 
 TEL ： ０３－５２２６－９０００ 
 

（訂正）「平成１９年３月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正について 
 
当社は、平成 18 年 11 月 15 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結）」

において、特別目的会社（SPC）のノンリコースローンおよび特別目的会社発行社債につ

いて一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 

【訂正の内容】 
※訂正箇所は  を付して表示しております。 

 
「平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結）」（平成 18 年 11 月 15 日に発表） 

1. 経営成績及び財政状態 
(1)「(4)事業等のリスク」の「6. 有利子負債への依存度について」 

2. 中間連結貸借対照表（平成 18 年 9 月 30 日） 
(1) 負債の部｢Ⅰ 流動負債｣の「2 短期借入金」および「4 1 年内償還予定社債」 
(2) 負債の部｢Ⅱ 固定負債｣の「1 社債」および「3 長期借入金」 

3. 中間連結キャッシュ･フロー計算書 
(1)「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の「1 短期借入金純増減(△)額」、

「4 長期借入れによる収入」および「6 社債の発行による収入」 
4. 注記事項（中間連結貸借対照表関係） 

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
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平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結） 
1.〈P.11〉経営成績及び財政状態｢(4)事業等のリスク｣の｢6.有利子負債への依存度について｣ 
【訂正前】 

 平成 19 年 3 月期中間 
短期借入金 94,709 

（うち短期ノンリコースローン） (13,065) 
一年以内償還予定社債 8,145 

（うち特別目的会社発行社債） (2,000) 
長期借入金 109,942 

（うち長期ノンリコースローン） (68,018) 
社債 25,158 

（うち特別目的会社発行社債） (24,120) 
有利子負債合計① 237,956 
有利子負債合計② 130,753 
負債・純資産合計① 355,590 
負債・純資産合計② 248,386 
有利子負債残高比率① 66.9% 
有利子負債残高比率② 52.6% 

株主資本比率① 19.4% 
株主資本比率② 27.8% 

 
【訂正後】 

 平成 19 年 3 月期中間 
短期借入金 139,109 

（うち短期ノンリコースローン） (57,465) 
一年以内償還予定社債 17,145 

（うち特別目的会社発行社債） (11,000) 
長期借入金 68,242 

（うち長期ノンリコースローン） (26,318) 
社債 13,458 

（うち特別目的会社発行社債） (12,420) 
有利子負債合計① 237,956 
有利子負債合計② 130,753 
負債・純資産合計① 355,590 
負債・純資産合計② 248,386 
有利子負債残高比率① 66.9% 
有利子負債残高比率② 52.6% 

株主資本比率① 19.4% 
株主資本比率② 27.8% 
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2.〈P.13〉中間連結貸借対照表  
(1) 負債の部｢Ⅰ流動負債｣の「2 短期借入金」および「4 1 年内償還予定社債」 
(2) 負債の部｢Ⅱ固定負債｣の「1 社債」および「3 長期借入金」 
【訂正前】 

  
前中間連結会計期間末 
(平成 17 年 9 月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 18 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成 18 年 3 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％)

（負債の部）         

Ⅰ流動負債         

２ 短期借入金 ※1  40,468,017   88,209,750   53,933,160  

４ 1 年内償還予定社債 ※1  －   8,145,625   5,843,281  

流動負債合計   52,201,188 37.0  124,239,632 34.9  98,921,469 48.7

Ⅱ固定負債         

１ 社債 ※1  1,915,000   25,158,906   1,511,718  

３ 長期借入金 ※1  29,585,940   109,942,711   26,400,405  

固定負債合計   48,418,250 34.4  149,408,576 42.0  36,488,263 18.0

 
【訂正後】 

  
前中間連結会計期間末 
(平成 17 年 9 月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 18 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成 18 年 3 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％)

（負債の部）        

Ⅰ流動負債        

２ 短期借入金 ※1  40,468,017   132,609,750   53,933,160  

４ 1 年内償還予定社債 ※1  －   17,145,625   5,843,281  

流動負債合計  52,201,188 37.0  177,639,632 49.9  98,921,469 48.7

Ⅱ固定負債        

１ 社債 ※1  1,915,000   13,458,906   1,511,718  

３ 長期借入金 ※1  29,585,940   68,242,711   26,400,405  

固定負債合計  48,418,250 34.4  96,008,576 27.0  36,488,263 18.0
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3.〈P.19〉中間連結キャッシュ・フロー計算書 ｢Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー｣

の「1 短期借入金純増減(△)額」、「4 長期借入れによる収入」および「6 社債の発行に

よる収入」 
【訂正前】 

  

 
前中間連結会計期間 

 
(自 平成 17 年４月１日

 至 平成17年９月30日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成 17 年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

１ 短期借入金純増減(△)額  5,591,053 22,815,202 15,073,994

４ 長期借入れによる収入  16,788,200 33,128,100 31,361,650

６ 社債の発行による収入  398,356 9,590,000 5,631,300
財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 15,767,433 52,579,248 43,043,131

 
【訂正後】 

  

 
前中間連結会計期間 

 
(自 平成 17 年４月１日

 至 平成17年９月30日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成 17 年４月１日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 
 

１ 短期借入金純増減(△)額  5,591,053 21,345,202 15,073,994

４ 長期借入れによる収入  16,788,200 37,298,100 31,361,650

６ 社債の発行による収入  398,356 6,890,000 5,631,300
財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 15,767,433 52,579,248 43,043,131
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4.〈P.26〉注記事項（中間連結貸借対照表関係）の「※1 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務」 
【訂正前】 

前中間連結会計期間末 
(平成 17 年 9 月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 18 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末 
(平成 18 年 3 月 31 日) 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 
(イ)担保に供している資産 

現金及び預金    330,000 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産    36,319,909 
共同事業    5,341,059 
出資金 
建物及び    2,354,241 
構築物 
土地      1,679,353 
投資有価証券  13,759,700    
計       59,784,264 

 

(イ)担保に供している資産 
現金及び預金    345,402 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産    185,597,861 
共同事業    10,422,357 
出資金 
建物及び    2,209,025 
構築物 
土地      1,418,353 
投資有価証券   7,314,100 
その他(敷金)     4,440      
計        207,311,541 

(イ)担保に供している資産 
現金及び預金    345,402 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産     39,171,865 
共同事業     3,873,870 
出資金 
建物及び    2,259,723 
構築物 
土地      1,418,353 
投資有価証券   6,633,378 
その他(敷金)     4,440    
計         53,707,034 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金   28,792,542 千円 
長期借入金   26,951,905     
計       55,744,447 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金    57,545,932 千円

長期借入金   102,998,696 
１年内償還    2,000,000 
予定社債 
社債           24,120,000 
                  
計       186,664,628 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金   35,858,423 千円 
長期借入金   18,031,913     
計       53,890,336 

 なお、上記短期借入金及び長期借入

金、１年内償還予定社債及び社債に含

まれるノンリコースローンは、それぞ

れ 13,065 百万円及び 68,018 百万円、

2,000 百万円及び 24,120 百万円であ

ります。 
当該ノンリコースローンは連結子会

社である特別目的会社がそれぞれ保

有する不動産を担保として金融機関

から調達した借入金であり、当該不動

産及び当該不動産の収益のみを返済

原資とするものです。 
上記ノンリコースローンに対応する

連結子会社の資産の金額は次のとお

りであります。 
たな卸資産  123,720 百万円 
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4.〈P.26〉注記事項（中間連結貸借対照表関係）の「※1 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務」 
【訂正後】 

前中間連結会計期間末 
(平成 17 年 9 月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 18 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末 
(平成 18 年 3 月 31 日) 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 

※１ 担保に供している資産及びこ 
れに対応する債務は次のとお

りであります。 
(イ)担保に供している資産 

現金及び預金    330,000 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産     36,319,909 
共同事業    5,341,059 
出資金 
建物及び    2,354,241 
構築物 
土地      1,679,353 
投資有価証券  13,759,700    
計       59,784,264 

 

(イ)担保に供している資産 
現金及び預金    345,402 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産    186,280,791 
共同事業    10,422,357 
出資金 
建物及び    2,209,025 
構築物 
土地      1,418,353 
投資有価証券   7,314,100 
その他(敷金)     4,440     
計        207,994,471 

(イ)担保に供している資産 
現金及び預金    345,402 千円 
(定期預金他) 
たな卸資産     39,171,865 
共同事業     3,873,870 
出資金 
建物及び    2,259,723 
構築物 
土地      1,418,353 
投資有価証券   6,633,378 
その他(敷金)     4,440    
計         53,707,034 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金   28,792,542 千円 
長期借入金   26,951,905     
計       55,744,447 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金    100,626,476 千円

長期借入金    61,298,696 
１年内償還    11,000,000 
予定社債 
社債           12,420,000 
                  
計       185,345,172 

(ロ)上記に対する債務 
短期借入金   35,858,423 千円 
長期借入金   18,031,913     
計       53,890,336 

 なお、上記短期借入金及び長期借入

金、１年内償還予定社債及び社債に含

まれるノンリコースローンは、それぞ

れ 57,465 百万円及び 26,318 百万円、

11,000 百万円及び 12,420 百万円であ

ります。 
当該ノンリコースローンは連結子会

社である特別目的会社がそれぞれ保

有する不動産を担保として金融機関

から調達した借入金であり、当該不動

産及び当該不動産の収益のみを返済

原資とするものです。 
上記ノンリコースローンに対応する

連結子会社の資産の金額は次のとお

りであります。 
たな卸資産  124,403 百万円 

 

 
以 上 


