
1 

 
平成 20 年 6 月 30 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  代表取締役社長  房 園 博 行 

(コード番号 8868 東証第１部) 

問 合 せ 先  常 務 取 締 役  宮 地 典 之 

T E L ： 0 3 - 5 2 2 6 - 9 0 0 0 
 
（訂正）「平成 20 年 3 月期決算短信」ならびに「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の 

一部訂正について 

 

 平成 20 年 5 月 15 日に開示いたしました「平成 20 年 3 月期決算短信」ならびに平成 19 年 11 月

22 日に開示いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の記載内容に、一部誤りがございま

したので、下記のとおり訂正いたします。（訂正箇所には下線を付しております） 

 なお、「平成 20 年 3 月期決算短信」開示日以降、財務制限条項の格付維持条項に関して後発事

象が生じました。5、6頁にその内容を記載いたしましたので併せてご参照ください。 

 

記 

 

１． 平成 20 年 5 月 15 日開示の「平成 20 年 3 月期決算短信」一部訂正 

【訂正箇所】 

4．連結財務諸表 

  (7)連結財務諸表に関する注記事項 28 頁 7 

（訂正前） 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

 ７ 提出会社の借入金のうち26,456百万円 

（12契約）には、財務制限条項が付されて 

おり、各条項のいずれかに抵触した場合に 

は、契約上のすべての債務について期限の 

利益を喪失する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)現預金残高維持条項 

 ７ 提出会社の借入金のうち55,436百万円 

（20契約）には、財務制限条項が付されて 

おり、各条項のいずれかに抵触した場合に 

は、契約上のすべての債務について期限の 

利益を喪失する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)利益維持条項 
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各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の現預金残高 

を30億円以上維持すること。 

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の経常損益がマイナスとならないこと。

(4)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債務格付につい 

てＢＢ＋以上を維持すること。 

 

各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢＢ 

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

各決算期末における連結貸借対照表及び 

貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

(5)有利子負債残高制限条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表において、有 

利子負債の合計額（連結の範囲に含める 

特別目的会社のノンリコースローン及び 

ノンリコース社債を除く）から現金及び 

預金の合計額を差引いた金額が自己資本 

額の３倍以内であること。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

 ７ 提出会社の借入金のうち30,686百万円 

（14契約）には、財務制限条項が付されて 

おり、各条項のいずれかに抵触した場合に 

は、契約上のすべての債務について期限の 

利益を喪失する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)現預金残高維持条項 

各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の現預金残高 

を30億円以上維持すること。 

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(4)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債務格付につい 

てＢＢ＋以上を維持すること。 

 (5) 自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸借対照表及び 

 ７ 提出会社の借入金のうち55,436百万円 

（19契約）には、財務制限条項が付されて 

おり、各条項のいずれかに抵触した場合に 

は、契約上のすべての債務について期限の 

利益を喪失する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢＢ 

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

各決算期末における連結貸借対照表及び 

貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

(5)有利子負債残高制限条項 
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貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表において、有 

利子負債の合計額（連結の範囲に含める 

特別目的会社のノンリコースローン及び 

ノンリコース社債を除く）から現金及び 

預金の合計額を差引いた金額が自己資本 

額の３倍以内であること。 

 

【訂正箇所】 

5．個別財務諸表 

  (6)個別財務諸表に関する注記事項 48 頁 6 

（訂正前） 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

 ６ 借入金のうち26,456百万円（12契約） 

には、財務制限条項が付されており、各条 

項のいずれかに抵触した場合には、契約上 

のすべての債務について期限の利益を喪失 

する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)現預金残高維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の現預金残高 

を30億円以上維持すること。 

(3)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の経常損益がマイナスとならないこと。

(4)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所の長期債務格付につい 

てＢＢ＋以上を維持すること。 

 

 

 ６ 借入金のうち55,436百万円（20契約） 

には、財務制限条項が付されており、各条 

項のいずれかに抵触した場合には、契約上 

のすべての債務について期限の利益を喪失 

する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢＢ 

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸借対照表及び 

貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

(5)有利子負債残高制限条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表において、有 

利子負債の合計額（連結の範囲に含める 

特別目的会社のノンリコースローン及び 

ノンリコース社債を除く）から現金及び 

預金の合計額を差引いた金額が自己資本 

額の３倍以内であること。 

 



4 

（訂正後） 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

 ６ 借入金のうち30,686百万円（14契約） 

には、財務制限条項が付されており、各条 

項のいずれかに抵触した場合には、契約上 

のすべての債務について期限の利益を喪失 

する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)現預金残高維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の現預金残高 

を30億円以上維持すること。 

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(4)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債務格付につい 

てＢＢ＋以上を維持すること。 

 (5) 自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸借対照表及び 

貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

 

 ６ 借入金のうち55,436百万円（19契約） 

には、財務制限条項が付されており、各条 

項のいずれかに抵触した場合には、契約上 

のすべての債務について期限の利益を喪失 

する可能性があります。 

主な条項は次のとおりであります。なお、 

各契約の条項のうち最も条件の厳しい内容 

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算期末の金額の 

85％以上であること。 

(2)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書及び損益計算 

書の営業損益及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢＢ 

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸借対照表及び 

貸借対照表における自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持すること。 

(5)有利子負債残高制限条項 

  各決算期末及び各中間期末における連結 

貸借対照表及び貸借対照表において、有 

利子負債の合計額（連結の範囲に含める 

特別目的会社のノンリコースローン及び 

ノンリコース社債を除く）から現金及び 

預金の合計額を差引いた金額が自己資本 

額の３倍以内であること。 
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（ご参考）財務制限条項の格付維持条項に関する重要な後発事象の記載について 

 

財務制限条項の格付維持条項について重要な後発事象が生じたため、平成 20 年 6 月 30 日開示

の「第 18 期（自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3 月 31 日）有価証券報告書」において、記載

しております。 

 

 

【当該箇所】 

第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

  1 【連結財務諸表等】 注記事項（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日) 

――― 

 

（財務制限条項の格付維持条項について） 

平成20年６月４日付にて、㈱日本格付研 

究所により提出会社の格付の見直しが行わ 

れました。 

格付見直しの内容は次のとおりであります。

変更後  変更前 

長期優先債務     ＢＢ＋  ＢＢＢ－

コマーシャルペーパー Ｊ－３  Ｊ－２ 

 

今回の格付見直しにより、長期借入金の 

うち５億円については、財務制限条項のう 

ちの格付維持条項（㈱日本格付研究所の長 

期債務格付ＢＢＢ－維持）に抵触すること 

となりますが、当該借入金は平成20年６月 

20日に返済しております。 

また、この結果、提出会社の借入金に付 

されている財務制限条項のうち最も条件の 

厳しい格付維持条項は、次のとおり変更に 

なっております。 

 

㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢ＋以 

上を維持すること。 
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【当該箇所】 

第二部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

  2 【財務諸表等】 注記事項（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日) 

――― 

 

（財務制限条項の格付維持条項について） 

平成20年６月４日付にて、㈱日本格付研 

究所により提出会社の格付の見直しが行わ 

れました。 

格付見直しの内容は次のとおりであります。

変更後  変更前 

長期優先債務     ＢＢ＋  ＢＢＢ－

コマーシャルペーパー Ｊ－３  Ｊ－２ 

 

今回の格付見直しにより、長期借入金の 

うち５億円については、財務制限条項のう 

ちの格付維持条項（㈱日本格付研究所の長 

期債務格付ＢＢＢ－維持）に抵触すること 

となりますが、当該借入金は平成20年６月 

20日に返済しております。 

また、この結果、提出会社の借入金に付 

されている財務制限条項のうち最も条件の 

厳しい格付維持条項は、次のとおり変更に 

なっております。 

 

㈱日本格付研究所または㈱格付投資情報 

センターの長期債務格付についてＢＢ＋以 

上を維持すること。 
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２． 平成 19 年 11 月 22 日開示の「平成 20 年 3 月期中間決算短信」一部訂正 

【訂正箇所】 

4．中間連結財務諸表 

  (7)中間連結財務諸表に関する注記事項 28 頁 6  

（訂正前） 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

６ ――― 

 

６ 提出会社の借入金のうち

33,585百万円（14契約）には

、財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触

した場合には、契約上のすべ

ての債務について期限の利益

を喪失する可能性があります

。 

主な条項は次のとおりであり

ます。なお、各契約の条項の

うち最も条件の厳しい内容を

記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の営業損益

及び経常損益がいずれもマ

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債

務格付についてＢＢＢ－以

上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

各決算期末における連結貸

借対照表及び貸借対照表に

おける自己資本比率を、そ

れぞれ15％以上に維持する

こと。 

 

 ６ 提出会社の借入金のうち

26,456百万円（12契約）には

、財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触

した場合には、契約上のすべ

ての債務について期限の利益

を喪失する可能性があります

。 

主な条項は次のとおりであり

ます。なお、各契約の条項の

うち最も条件の厳しい内容を

記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)現預金残高維持条項 

各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の現預金残高

を30億円以上維持するこ 

と。 

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の経常損益

がマイナスとならないこ 

と。 

(4)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債

務格付についてＢＢ＋以上

を維持すること。 
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（訂正後） 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

 ６ ――― 

 

６ 提出会社の借入金のうち

41,745百万円（16契約）には

、財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触

した場合には、契約上のすべ

ての債務について期限の利益

を喪失する可能性があります

。 

主な条項は次のとおりであり

ます。なお、各契約の条項の

うち最も条件の厳しい内容を

記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の営業損益

及び経常損益がいずれもマ

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

㈱日本格付研究所または㈱

格付投資情報センターの長

期債務格付についてＢＢＢ

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

各決算期末における連結貸

借対照表及び貸借対照表に

おける自己資本比率を、そ

れぞれ15％以上に維持する

こと。 

 

 ６ 提出会社の借入金のうち 

30,686百万円（14契約）には 

、財務制限条項が付されてお 

り、各条項のいずれかに抵触 

した場合には、契約上のすべ 

ての債務について期限の利益 

を喪失する可能性があります 

。 

主な条項は次のとおりであり 

ます。なお、各契約の条項の 

うち最も条件の厳しい内容を 

記載しております。 

(1)純資産維持条項 

各決算期末及び各中間期末 

における連結貸借対照表及 

び貸借対照表の純資産の部 

の金額が、それぞれ前決算 

期末の金額の85％以上であ 

ること。 

(2)現預金残高維持条項 

各決算期末及び各中間期末 

における連結貸借対照表及 

び貸借対照表の現預金残高 

を30億円以上維持すること。

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書 

及び損益計算書の営業損益 

及び経常損益がいずれもマ 

イナスとならないこと。 

(4)格付維持条項 

㈱日本格付研究所の長期債 

務格付についてＢＢ＋以上 

を維持すること。 

 (5)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸 

借対照表及び貸借対照表に 

おける自己資本比率を、そ 

れぞれ15％以上に維持する 

こと。 
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【訂正箇所】 

5．中間個別財務諸表 

  (6)中間個別財務諸表に関する注記事項 55 頁 7  

（訂正前） 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

――― 

 

  借入金のうち33,585百万円 

（14契約）には、財務制限条

項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には

、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可

能性があります。 

  主な条項は次のとおりであ

ります。なお、各契約の条項

のうち最も条件の厳しい内容

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の営業損益

及び経常損益がいずれもマ

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所の長期債

務格付についてＢＢＢ－以

上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸

借対照表及び貸借対照表に

おける自己資本比率を、そ

れぞれ15％以上に維持する

こと。 

 

  借入金のうち26,456百万円 

（12契約）には、財務制限条

項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には

、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可

能性があります。 

  主な条項は次のとおりであ

ります。なお、各契約の条項

のうち最も条件の厳しい内容

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)現預金残高維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の現預金残高

を30億円以上維持するこ

と。 

(3)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の経常損益

がマイナスとならないこ

と。 

(4)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所の長期債

務格付についてＢＢ＋以上

を維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 



10 

（訂正後） 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

――― 

 

  借入金のうち41,745百万円 

（16契約）には、財務制限条

項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には

、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可

能性があります。 

  主な条項は次のとおりであ

ります。なお、各契約の条項

のうち最も条件の厳しい内容

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)利益維持条項 

  各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の営業損益

及び経常損益がいずれもマ

イナスとならないこと。 

(3)格付維持条項 

㈱日本格付研究所または㈱

格付投資情報センターの長

期債務格付についてＢＢＢ

－以上を維持すること。 

(4)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸

借対照表及び貸借対照表に

おける自己資本比率を、そ

れぞれ15％以上に維持する

こと。 

 

 

  借入金のうち30,686百万円 

（14契約）には、財務制限条

項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には

、契約上のすべての債務につ

いて期限の利益を喪失する可

能性があります。 

  主な条項は次のとおりであ

ります。なお、各契約の条項

のうち最も条件の厳しい内容

を記載しております。 

(1)純資産維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の純資産の部

の金額が、それぞれ前決算

期末の金額の85％以上であ

ること。 

(2)現預金残高維持条項 

  各決算期末及び各中間期末

における連結貸借対照表及

び貸借対照表の現預金残高

を30億円以上維持するこ

と。 

(3)利益維持条項 

各決算期の連結損益計算書

及び損益計算書の営業損益

及び経常損益がいずれもマ

イナスとならないこと。 

(4)格付維持条項 

  ㈱日本格付研究所の長期債

務格付についてＢＢ＋以上

を維持すること。 

 (5)自己資本比率維持条項 

  各決算期末における連結貸

借対照表及び貸借対照表に

おける自己資本比率を、そ

れぞれ15％以上に維持する

こと。 

 

 

以上 


