
 
平成 21 年 5月 27 日  

各  位 
 

会 社 名  株 式 会 社 セ シ ー ル 
（http://www.cecile.co.jp/） 

代表者名  代表取締役 兼 ＣＥＯ 上田 昌孝 
（コード番号 9937 東証第１部） 

問合せ先  執行役員 広報本部長 山崎 雅之 
（℡ 03-6743-1114 東京） 
（℡ 087-833-1199 高松） 

 
 

親会社等の決算及び特別損失の発生に関するお知らせ 
 
 
当社の親会社等である株式会社 LDH の平成 21 年 3 月期の決算（連結及び個別）の内容が確定いたしましたの
で、お知らせいたします。 
  
また、株式会社 LDH において、以下のとおり特別損失が発生いたしましたので、併せてお知らせいたします。 
  
・特別損失の発生及びその内容 
     株式会社 LDH に対して、金融商品取引法違反による株式損害の主張に基づく、個人株主約 3,000 人を原

告とする民事訴訟について、平成 21年 5 月 21 日に賠償を命じる地裁判決が下され、株式会社 LDH は当該
判決を不服として平成 21 年 5月 22 日に控訴しております。さらに株式会社 LDH へは、当該訴訟以外にも
法人・個人の投資家より、同様な主張に基づく複数の損害賠償請求訴訟が提起されており、現在全ての訴
訟において係争中でございます。 

   株式会社 LDH では、これらの係属中の複数の民事訴訟につきまして、将来生じる可能性のある損失発生見
込額を見積り、下記を特別損失に計上致しましたので、今般お知らせいたします。 
・訴訟損失引当金繰入額     11,578,191,568 円 

 
なお、本特別損失の発生が、当社の業績に与える影響はありません。 

 
 

記 
1.開示資料 
・平成 21年 3 月期 財務諸表 
（連結貸借対照表、連結損益計算書、貸借対照表、損益計算書） 
・株式の所有者別状況 
・大株主の状況 
・役員の状況 
※なお、連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、後日、内容が確定次第、追加開示いたします。 
 
2.親会社等の概要 
  

(1) 名   称 株式会社ＬＤＨ 

(2) 事業の内容 持株会社 

(3) 当社との関係 ①資本関係   議決権所有割合 56.3%（平成 20 年 12 月 31 日現在）

  
②人的関係  同社の取締役・監査役等３名が当社取締役・監査

役を兼務しております。 

  
③取引関係  2005 年 10 月に締結した資本・業務提携に基づく取

引関係があります。 
以上 

本件に関する問合せ先 
株式会社ＬＤＨ 

℡03-5155-1011
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【株式会社 LDH 第 14 期決算情報】 

 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 
 ①【連結貸借対照表】  

   （単位：千円）

  
前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 63,934,481 113,467,149

  受取手形及び売掛金 7,839,470 5,820,931

  有価証券 91,778,574 476

  商品及び製品 7,830,875 6,981,312

  仕掛品 7,584 2,120

  原材料及び貯蔵品 193,999 214,975

  繰延税金資産 927,903 216,289

  その他 6,750,921 19,329,448

  貸倒引当金 △573,247 △851,859

  流動資産合計 178,690,564 145,180,843

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 8,035,710 7,661,833

   機械装置及び運搬具（純額） 364,656 320,932

   土地 5,721,409 5,721,235

   リース資産（純額） - 278,568

   その他 938,941 822,667

   有形固定資産合計 15,060,717 14,805,237

  無形固定資産 

   のれん 82,440 848,664

   リース資産 303,824 526,986

   その他 566,998 476,675

   無形固定資産合計 953,263 1,852,327

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,562,325 380,892

   長期貸付金 23,957,207 278,888

   長期預け金 - 10,768,713

   繰延税金資産 8,199 1,061

   その他 1,527,529 4,761,499

   貸倒引当金 △55,245 △19,630

   投資その他の資産合計 27,000,015 16,171,424

  固定資産合計 43,013,996 32,828,988

 繰延資産 304 -

 資産合計 221,704,865 178,009,831
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   （単位：千円）

  
前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 7,640,182 6,027,048

  短期借入金 5,000,000 1,000,000

  1 年内償還予定の社債 - 340,000

  1 年内返済予定の長期借入金 1,000,000 2,500,000

  リース債務 149,011 292,836

  未払法人税等 1,559,854 175,673

  賞与引当金 517,891 414,556

  返品調整引当金 100,178 80,792

  ポイント引当金 762,922 1,104,225

  その他 10,604,632 9,686,446

  流動負債合計 27,334,672 21,621,579

 固定負債 

  社債 - 650,000

  長期借入金 2,500,000 -

  リース債務 190,808 573,117

  退職給付引当金 2,780,791 2,839,483

  役員退職慰労引当金 1,270 1,270

  利息返還損失引当金 63,417 95,293

  訴訟損失引当金 - 22,376,009

  その他 747,722 238,404

  固定負債合計 6,284,009 26,773,578

 負債合計 33,618,682 48,395,157

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 86,291,382 100,000

  資本剰余金 90,465,857 176,657,240

  利益剰余金 5,040,920 △52,401,138

  自己株式 △1,308 △276,142

  株主資本合計 181,796,851 124,079,959

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 - △174

  繰延ヘッジ損益 △155,274 △36,494

  為替換算調整勘定 43,537

  評価・換算差額等合計 △111,737 △36,669

 新株予約権 5,922 34,721

 少数株主持分 6,395,146 5,536,663

 純資産合計 188,086,183 129,614,673

負債純資産合計 221,704,865 178,009,831
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②【連結損益計算書】  

   （単位：千円）

  

前連結会計年度 

(自 平成 19 年 10 月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

売上高 42,119,817 70,975,707

売上原価 20,221,562 33,231,053

売上総利益 21,898,255 37,744,654

販売費及び一般管理費 23,120,273 39,149,631

営業損失（△） △1,222,018 △1,404,977

営業外収益 

 受取利息 660,482 1,254,339

 受取配当金 15,667 260

 その他 246,614 310,202

 営業外収益合計 922,764 1,564,802

営業外費用 

 支払利息 143,491 224,848

 支払手数料 77,932 56,932

 持分法による投資損失 60,690 1,069,855

 控除対象外消費税額等 51,381 101,593

 その他 25,091 133,254

 営業外費用合計 358,586 1,586,484

経常損失（△） △657,840 △1,426,660

特別利益 

 前期損益修正益 2,552 1,508,344

 固定資産売却益 653 1,637

 投資有価証券売却益 504,149 -

 関係会社株式売却益 408,698 547,067

 関係会社清算益 - 738,174

 持分変動利益 161,473 101,926

 その他 1,714 13,596

 特別利益合計 1,079,241 2,910,746

特別損失 

 前期損益修正損 1,709 -

 固定資産売却損 3,566,515 172

 減損損失 2,030,101 114,730

 のれん減損損失 157,711 -

 関係会社株式売却損 - 222,097

 和解金 - 31,486,235

 訴訟損失引当金繰入額 - 22,376,009

 その他 1,039,366 3,123,875

 特別損失合計 6,795,405 57,323,121

税金等調整前当期純損失（△） △6,374,004 △55,839,035

法人税、住民税及び事業税 160,065 348,557

過年度法人税等 1,265,651 1,678,506

法人税等調整額 2,812 622,699

法人税等合計 1,428,529 2,649,762

少数株主損失（△） △2,416,169 △841,443

当期純損失（△） △5,386,365 △57,647,354
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(2) 【財務諸表】 
 ①【貸借対照表】  

   (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 51,406,281 107,643,254

  売掛金 42,248 9,137

  有価証券 91,000,860 476

  金銭の信託 - 6,277,478

  前払費用 192,184 140,424

  短期貸付金 384,523 7,695,861

  その他 879,865 661,084

  貸倒引当金 △167,088 △743,130

  流動資産合計 143,738,874 121,684,587

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 47,409 -

    減価償却累計額 △5,007 -

    建物（純額） 42,402 -

   工具、器具及び備品 81,486 -

    減価償却累計額 △18,622 -

    工具、器具及び備品（純額） 62,864 -

   有形固定資産合計 105,266 -

  無形固定資産 

   ソフトウエア 46,440 -

   無形固定資産合計 46,440 -

  投資その他の資産 

   投資有価証券 38,003 38,002

   関係会社株式 8,072,571 7,078,733

   長期貸付金 23,800,000 -

   関係会社長期貸付金 4,355,819 -

   長期預け金 - 10,768,702

   供託金 - 3,000,000

   破産更生債権等 3,625 2,181

   その他 952,603 948,053

   貸倒引当金 △1,580,634 △7,181

   投資その他の資産合計 35,641,987 21,828,491

  固定資産合計 35,793,694 21,828,491

 資産合計 179,532,569 143,513,079
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   (単位：千円)

  
前事業年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  未払金 770,106 207,203

  未払費用 53,271 381,260

  未払法人税等 1,395,847 1,210

  預り金 50,794 41,508

  賞与引当金 15,272 15,771

  その他 7,557 -

  流動負債合計 2,292,851 646,953

 固定負債 

  長期未払金 744,784 -

  訴訟損失引当金 - 22,376,009

  固定負債合計 744,784 22,376,009

 負債合計 3,037,635 23,022,963

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 86,291,382 100,000

  資本剰余金 

   資本準備金 87,138,881 -

   その他資本剰余金 3,326,975 176,657,240

   資本剰余金合計 90,465,857 176,657,240

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △260,997 △55,990,981

   利益剰余金合計 △260,997 △55,990,981

  自己株式 △1,308 △276,142

  株主資本合計 176,494,933 120,490,116

 純資産合計 176,494,933 120,490,116

負債純資産合計 179,532,569 143,513,079
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②【損益計算書】  

   (単位：千円)

  

前事業年度 

(自 平成 19 年 10 月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

売上高 218,908 255,408

売上原価 21,849 42,236

売上総利益 197,059 213,172

販売費及び一般管理費 1,141,161 1,702,325

営業損失（△） △944,101 △1,489,153

営業外収益 

 受取利息 332,521 1,065,800

 有価証券利息 313,804 156,006

 為替差益 - 4,110

 その他 6,810 44,469

 営業外収益合計 653,136 1,270,386

営業外費用 

 支払手数料 77,912 56,897

 為替差損 19,871 -

 控除対象外消費税額等 51,381 101,593

 その他 240 5,767

 営業外費用合計 149,404 164,258

経常損失（△） △440,369 △383,024

特別利益 

 関係会社株式売却益 384,015 680,241

 貸倒引当金戻入額 - 1,579,326

 その他 1,746 14,463

 特別利益合計 385,762 2,274,030

特別損失 

 減損損失 - 114,730

 関係会社株式評価損 4,718,085 693,244

 和解金 - 31,484,035

 貸倒引当金繰入額 - 595,651

 訴訟損失引当金繰入額 - 22,376,009

 その他 901,975 2,301,257

 特別損失合計 5,620,060 57,564,929

税引前当期純損失（△） △5,674,667 △55,673,923

法人税、住民税及び事業税 605 1,210

過年度法人税等 1,265,651 54,850

法人税等合計 1,266,256 56,060

当期純損失（△） △6,940,924 △55,729,983
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２ 【株式の所有者別状況】 
平成 21 年３月 31 日現在 

株式の状況 

外国法人等 区分 政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の

法人 個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

単元未満
株式の状
況(株)

株主数 
(人) 

─ 1 6 444 85 121 79,183 79,840 ─

所有株式数 
(株) 

─ 406 834,971 1,952,786 4,430,941 10,215 3,265,361 10,494,680 ─

所有株式数 
の割合(％) 

─ 0.00 7.96 18.61 42.22 0.10 31.11 100.00 ─

※上記「個人その他」の欄には、当社所有の自己株式 20,247(0.19％)株が含まれております。 

  「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の失念株式等 15,283 株(0.15％)が含まれております。 

 

３ 【大株主の状況】 
平成 21 年３月 31 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ハイブリッド・キャピタル・セカンド  

代表取締役 大鋸 拓海 

千代田区神田錦町１丁目19－１ 

神田橋パークビルヂング７F 
1,888,616 18.00

堀江 貴文 港区 1,810,310 17.25

クレディスイスセキュリティーズヨーロッパリミテッ

ドチェストナットファンドリミテッド 

常任代理人 シティバンク銀行株式会社 

品川区東品川２丁目３番14号 1,209,165 11.52

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー

505420  

常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室 

中央区日本橋兜町６番７号 952,298 9.07

ユービエスエージーロンドンアカウントアイピービー

セグリゲイテッドクライアントアカウント 

常任代理人 シティバンク銀行株式会社 

品川区東品川２丁目３番14号 911,557 8.69

ゴールドマンサックスインターナショナル 

常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 
818,898 7.80

ドイツ証券株式会社 

代表取締役 ヘンリー・リショット 

千代田区永田町２丁目11番１号 

山王パークタワー 
807,684 7.70

ゴールドマンサックスアンドカンパニーレギュラーア

カウント 

常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー 
216,030 2.06

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 

常任代理人  

株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室 

中央区日本橋兜町６番７号 64,000 0.61

ドイチェバンクアーゲーロンドンピービーノントリテ

ィークライアンツ613 

常任代理人 ドイツ証券株式会社 

千代田区永田町２丁目11番１号 

山王パークタワー 
43,350 0.41

計 － 8,721,908 83.11

 (注)  前事業年度末現在主要株主であったガンダーラマスターファンドリミテッド、ドイチェバンクアーゲーロンドンピービー

ディーケーアールサウンドショアフィッシャー658、モルガンスタンレーアンドカンパニーインク 3 およびステートスト

リートバンクアンドトラストカンパニー505025 は、当事業年度末では主要株主でなくなり、クレディスイスセキュリティ

ーズヨーロッパリミテッドチェストナットファンドリミテッド、ユービエスエージーロンドンアカウントアイピービーセ

グリゲイテッドクライアントアカウント、ゴールドマンサックスアンドカンパニーレギュラーアカウントおよびドイチェ

バンクアーゲーロンドンピービーノントリティークライアンツ 613 が新たに主要株主となりました。 
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４【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

平成10年 東京大学法学部卒業 

平成10年 経済産業省 

平成15年 コロンビア大学ロースクー

ル（LL.M.） 

平成16年 ㈱産業再生機構プロフェッ

ショナルオフィス（経産省か

らの出向） 

平成18年 アリックスパートナーズ・ア

ジアLLCバイス・プレジデン

ト 

代表取締役

社長 
― 石 坂 弘 紀 昭和48年９月10日

平成19年12月 

 

 

 

平成20年 

当社代表取締役社長就任（現

任） 

㈱ライブドア社外取締役（現

任） 

㈱セシール社外取締役（現

任） 

（注）3 0

昭和46年 外務省入省 

昭和53年 外務省北米第一課長補佐 

昭和56年 米国アーノルド・ポーター法

律事務所弁護士 

昭和63年 蒲野綜合法律事務所代表弁

護士（現任） 

平成５年 ㈱かずさクリーンシステム

監査役（現任） 

平成11年 山一證券㈱破産管財人代理 

平成12年 環太平洋法曹協会（IPBA）日

本選出理事 

平成14年 住倉工業㈱破産管財人 

平成18年12月 当社取締役就任（現任） 

平成19年 ㈱小松製作所監査役（現任） 

社外取締役 ― 蒲 野 宏 之 昭和20年７月21日

平成19年 

 

平成21年 

住友生命保険（相）取締役（現

任） 

東京弁護士会副会長 

（注）3 0

昭和51年 東京大学法学部公法学科卒

業自治省入省 

昭和55年 司法研修所入所（34期） 

昭和57年 弁護士登録（東京弁護士会） 

 渡部喜十郎法律事務所入所 

平成12年 塩川法律事務所開設 

平成14年 ルネス総合法律事務所開設 

平成14年 ㈱整理回収機構企業再生検

討委員会委員 

平成16年 大成再保険（株）代表取締役

副社長（現任） 

平成17年 東京弁護士会副会長 

 関東弁護士会連合会常務理

事 

社外取締役 ― 塩 川 治 郎 昭和27年７月28日

平成19年12月 

平成20年 

当社取締役就任（現任） 

五菱会ヤミ金融事件被害回

復事務管理人 

（注）3 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

昭和63年 ハーバード大学卒業（A.B. 

In Government） 

平成４年 フレッチャー法律外交大学

院卒業（M.A.L.D.） 

平成７年 ハーバード大学ロースクー

ル卒業（J.D.） 

昭和61年 神戸製鋼産業機械事業部機

械部門（インターン） 

昭和63年 国会議員浜田卓二郎政策秘

書 

平成７年 ヘイル＆ドール（アソシエイ

ト） 

平成９年 グリーンバーグ・トローリッ

グ（アソシエイト） 

平成11年 コヴィングトン＆バーリン

グ（アソシエイト） 

平成16年 ポリゴン・インベストメン

ト・パートナーズLLP、ゼネ

ラルカウンセル（現任） 

社外取締役 ― 
ショーン・ 

コーテ 
昭和40年11月24日

平成19年12月 当社取締役就任（現任） 

（注）3 0

昭和39年 コ ネ チ カ ッ ト 大 学 卒 業

（B.A.） 

昭和42年 コネチカット大学ロースク

ール卒業（J.D.） 

昭和48年 ヘブ&ギトリンPC 社長 

昭和62年 アメリカ倒産協会会長 

平成３年 倒産実務家国際協会（INSOL）

会長 

平成11年 ビンガム・デーナLLP（現 ビ

ンガム・マカッチェンLLP）

パートナー 

平成14年 ギトリン・アンド・カンパニ

ーLLC 会長（現任） 

平成17年 株式会社ゴードン・ブラザー

ズ・ジャパン 取締役（現任） 

平成17年 ゼンシン・キャピタル・パー

トナーズ 会長（現任） 

平成19年 ルクソール・キャピタル・グ

ループ及びザ・ボーポストグ

ループに対するコンサルタ

ント（現任） 

社外取締役 ― 
リチャード ・A・ 

ギトリン 
昭和17年５月26日

平成19年12月 当社取締役就任（現任） 

（注）3 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

昭和45年 国際電信電話㈱（現KDDI㈱） 

入社 

昭和61年 監査法人朝日新和会計社 

（現あずさ監査法人）入社 

昭和63年 公認会計士登録 

平成４年 公認会計士湯本会計事務所 

開業 

平成18年６月 当社監査役就任（現任） 

平成19年４月 ㈱ライブドア社外監査役就

任（現任） 

常勤監査役 ― 湯 本 博 昭和26年４月30日

平成20年３月 ㈱セシール社外監査役就任

（現任） 

（注）4 0

昭和42年 学習院大学法学部法律学科

卒 

昭和42年 長銀不動産㈱（日本ランディ

ック㈱の前身）入社 

平成９年 同社取締役就任 

平成11年 同社清算人・清算推進室長 

平成15年 日本ランディック㈱会社清

算結了により退社 

平成15年 ㈱新潟鐵工所管財人室 

常勤監査役 ― 佐 藤 正 道 昭和18年９月８日

平成20年６月 当社監査役就任（現任） 

（注）5 0
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

平成２年 朝日新和会計社（現あずさ監

査法人）入社 

平成６年 公認会計士登録 

平成13年 公認会計士増田会計事務所 

開設 

平成18年４月 ㈱エプコ社外監査役就任（現

任） 

平成18年６月 当社監査役就任（現任） 

平成18年12月 ㈱オークセール社外監査役

就任（現任） 

平成19年４月 ㈱ユニファイド・キャピタ

ル・ジャパン社外監査役（現

任） 

社外監査役 ― 増 田 光 利 昭和43年３月27日

平成19年12月 ㈱えいえん堂設立 代表取

締役 

（注）4 0

昭和54年 弁護士登録 

平成12年 東京弁護士会倒産法部長 

平成14年 東京弁護士会倒産法改正対

策協議会副議長 

平成18年 当社一時取締役 

平成19年４月 ㈱ライブドア監査役 

監査役 ― 腰 塚 和 男 昭和21年12月２日

平成19年12月 当社監査役就任（現任） 

（注）6 0

       計0

（注）1.取締役のうち蒲野宏之、塩川治郎、ショーン・コーテ及びリチャード・A・ギトリンは、
会社法第 2条第 15 号における社外取締役の要件を満たしております。 

2.監査役のうち湯本博、佐藤正道及び増田光利は、会社法第 2条第 16 号における社外監査
役の要件を満たしております。 

3.取締役の任期は、平成 21 年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成 22 年３月期に
係る定時株主総会の終結の時までであります。 

4.監査役の任期は、平成 18 年６月の臨時株主総会終結の時から平成 22 年３月期に係る定
時株主総会の終結の時までであります。 

   5.監査役の任期は、平成 20 年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成 24 年３月期に
係る定時株主総会の終結の時までであります。 

   6.監査役の任期は、平成 19 年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成 23 年３月期に

係る定時株主総会の終結の時までであります。 

 

 


