
 1

平成21年7月6日 

各 位      

 

会 社 名 株 式 会 社 ロ プ ロ

代表者名 取 締 役 社 長  前 田  正 宏

 （コード番号 8577 東証・大証 1 部）

問合せ先 執行役員経営管理本部長 神々輝彦

 （ T E L  0 6 - 6 3 9 3 - 0 2 0 1 ）

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成21年3月期 決算短信の一部訂正について 

 

 平成21年5月20日に発表いたしました「平成21年3月期 決算短信」の一部に訂正を要する箇所があ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

1.訂正理由 

 当社が、平成21年5月20日に開示いたしました「平成21年3月期 決算短信」は、同日付で京都監査

法人と監査契約を合意解除したことに伴い、平成21年5月29日に開示いたしました「（再追加）会計監

査人の異動に関するお知らせ」のとおり、会計監査人との調整が行われていない状況で発表しております。 

 本日開示いたしました「平成21年3月期に係る独立監査人の監査報告書（会社法）受領に関するお知ら

せ」のとおり、平成21年3月期の連結計算書類及び計算書類等に係る監査報告書（会社法）を受領いたし

ましたが、一時会計監査人による監査の過程で訂正すべき事項が発生したことによるものであります。 

 なお、主な訂正内容は、貸倒引当金の精査に伴い、貸倒引当金繰入額が 611 百万円減少したことに起因

するものであります。 

 

2.訂正内容 

 訂正内容は下記のとおりであります。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
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【正誤表】 
1ページ サマリー情報 
1.平成21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（1）連結経営成績 
（訂正前） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 

4,669 
14,666 

％ 

△68.2 
－ 

百万円

△28,088
△27,548

％

－ 
－ 

百万円

△28,083
△27,544

％

－ 
－ 

百万円 

△29,729 
△29,124 

％

－ 
－ 

 
 １株当たり当

期純利益 
潜在株式調整後1株
当たり当期純利益 

自己資本当期
純利益率 

総資産経常
利益率 

営業収益営業
利益率 

 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭 

△270.54 
△265.03 

円 銭

－ 
－ 

％

△180.7
△63.4

％ 

△40.9 
△19.3 

円 銭

△601.5
△187.8

（参考）持分法投資損益   21年3月期 －百万円   20年3月期 －百万円 
（注）当社は、平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期の対前期増減率

については記載しておりません。 
 
（訂正後） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 

4,669 
14,666 

％ 

△68.2 
－ 

百万円

△27,476
△27,548

％

－ 
－ 

百万円

△27,471
△27,544

％

－ 
－ 

百万円 

△29,118 
△29,124 

％

－ 
－ 

 
 １株当たり当

期純利益 
潜在株式調整後1株
当たり当期純利益 

自己資本当期
純利益率 

総資産経常
利益率 

営業収益営業
利益率 

 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭 

△264.98 
△265.03 

円 銭

－ 
－ 

％

△173.7
△63.4

％ 

△39.8 
△19.3 

円 銭

△588.4
△187.8

（参考）持分法投資損益   21年3月期 －百万円   20年3月期 －百万円 
（注）当社は、平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期の対前期増減率

については記載しておりません。 
 
（2）連結財政状態 
（訂正前） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 
 
21年3月期  
20年3月期 

百万円 

28,442 
108,874 

百万円

1,598
31,310

％

5.6
28.8

円 銭

14.55
284.92

（参考）自己資本  21年3月期 1,598百万円  20年3月期 31,310百万円 
 
（訂正後） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 
 
21年3月期  
20年3月期 

百万円 

29,054 
108,874 

百万円

2,209
31,310

％

7.6
28.8

円 銭

20.11
284.92

（参考）自己資本  21年3月期 2,209百万円  20年3月期 31,310百万円 
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2ページ （参考）個別業績の概要 

1.平成21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（1）個別経営成績 
（訂正前） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 

4,553 
14,641 

％ 

△68.9 
△44.3 

百万円

△28,078
△27,523

％

－ 
－ 

百万円

△28,066
△27,516

％

－ 
－ 

百万円 

△29,732 
△29,095 

％

－ 
－ 

 
 

１株当たり当期純利益 
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭

△270.57
△264.77

円 銭

－ 
－ 

 

（訂正後） 

（％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 

4,553 
14,641 

％ 

△68.9 
△44.3 

百万円

△27,467
△27,523

％

－ 
－ 

百万円

△27,455
△27,516

％

－ 
－ 

百万円 

△29,121 
△29,095 

％

－ 
－ 

 
 

１株当たり当期純利益 
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益 
 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭

△265.00
△264.77

円 銭

－ 
－ 

 

 

（2）個別財政状態 
（訂正前） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 
 
21年3月期  
20年3月期 

百万円 

28,318 
108,848 

百万円

1,624
31,338

％

5.7
28.8

円 銭

14.78
285.19

（参考）自己資本  21年3月期 1,624百万円  20年3月期 31,338百万円 
 
 
（訂正後） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 
 
21年3月期  
20年3月期 

百万円 

28,929 
108,848 

百万円

2,236
31,338

％

7.7
28.8

円 銭

20.35
285.19

（参考）自己資本  21年3月期 2,236百万円  20年3月期 31,338百万円 
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3ページ  
1. 経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 
（訂正前） 
  （省略） 

 以上のような諸施策を実施した結果、当連結会計年度の営業収益は4,669百万円、営業損失28,088
百万円、経常損失28,083百万円となり、当期純損失は、特別利益に当社発行の「2011年満期ユーロ円
建転換社債型新株予約権付社債」一部買入消却 5,272 百万円を行ったことによる新株予約権付社債消
却益421百万円及び「2014年満期ユーロ円建転換社債」一部買入消却300百万円を行ったことによる
転換社債消却益45百万円並びに不動産売却による固定資産売却益136百万円計上、特別損失に早期希
望退職者募集に係る特別退職金199 百万円計上、不動産の売却等に伴う固定資産処分損388 百万円計
上及び減損損失1,596百万円の計上等により、29,729百万円となりました。 
 

事業別の業績は、次のとおりであります。 
  
1）商業手形の割引及び貸付に係る事業（既存事業：株式会社ロプロ（当社）） 
（省略） 
    この結果、受取割引料は718百万円（前年同期比1,412百万円減）、営業貸付金利息は3,657百
万円（前年同期比7,862百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費面では、人件費・
物件費については、経営効率化推進により前年同期比 4,623 百万円の減少となり、貸倒関係費用
については、前年同期比2,247百万円の減少となりました。 

  従いまして、当社の当事業年度の経営成績は、営業収益4,553百万円（前年同期比10,087百万
円減）、営業損失28,078百万円（前年同期は営業損失27,523百万円）となりました。 

   （省略） 
 
（訂正後） 

（省略） 
 以上のような諸施策を実施した結果、当連結会計年度の営業収益は4,669百万円、営業損失27,476
百万円、経常損失27,471百万円となり、当期純損失は、特別利益に当社発行の「2011年満期ユーロ円
建転換社債型新株予約権付社債」一部買入消却 5,272 百万円を行ったことによる新株予約権付社債消
却益421百万円及び「2014年満期ユーロ円建転換社債」一部買入消却300百万円を行ったことによる
転換社債消却益45百万円並びに不動産売却による固定資産売却益136百万円計上、特別損失に早期希
望退職者募集に係る特別退職金199 百万円計上、不動産の売却等に伴う固定資産処分損388 百万円計
上及び減損損失1,596百万円の計上等により、29,118百万円となりました。 
 

事業別の業績は、次のとおりであります。 
  
1）商業手形の割引及び貸付に係る事業（既存事業：株式会社ロプロ（当社）） 
（省略） 
    この結果、受取割引料は718百万円（前年同期比1,412百万円減）、営業貸付金利息は3,657百
万円（前年同期比7,862百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費面では、人件費・
物件費については、経営効率化推進により前年同期比 4,623 百万円の減少となり、貸倒関係費用
については、前年同期比2,858百万円の減少となりました。 

  従いまして、当社の当事業年度の経営成績は、営業収益4,553百万円（前年同期比10,087百万
円減）、営業損失27,467百万円（前年同期は営業損失27,523百万円）となりました。 

   （省略） 
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4ページ 
(2) 財政状態に関する分析 
 ① 資産・負債・純資産の状況 
（訂正前） 

1) 資産の部 
当連結会計年度末の資産合計は28,442百万円となり、前連結会計年度末に比べ80,431百万円減

少しました。 
資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、債権ポートフォリオの再構築により、貸出金

40,804 百万円、受取手形 1,067 百万円が減少したこと、有利子負債の返済に伴い現金及び預金が
13,115百万円減少並びに預け金16,546百万円が減少したことや、有形固定資産売却により有形固
定資産4,042百万円が減少していることに加え、貸倒引当金の積増しにより貸倒引当金4,370百万
円が増加したことによるものであります。 

（省略） 
3) 純資産の部 

当連結会計年度末の純資産合計は1,598百万円となり、前連結会計年度末に比べて29,711百万
円減少しました。純資産の減少の主な要因は、当期純損失29,729 百万円計上によるものでありま
す。 
 

（訂正後） 
1) 資産の部 

当連結会計年度末の資産合計は29,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ79,820百万円減
少しました。 
資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、債権ポートフォリオの再構築により、貸出金

40,804 百万円、受取手形 1,067 百万円が減少したこと、有利子負債の返済に伴い現金及び預金が
13,115百万円減少並びに預け金16,546百万円が減少したことや、有形固定資産売却により有形固
定資産4,042百万円が減少していることに加え、貸倒引当金の積増しにより貸倒引当金3,758百万
円が増加したことによるものであります。 

（省略） 
3) 純資産の部 

当連結会計年度末の純資産合計は2,209百万円となり、前連結会計年度末に比べて29,100百万
円減少しました。純資産の減少の主な要因は、当期純損失29,118 百万円計上によるものでありま
す。 

 
 
 
 
5ページ 
 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等 
（訂正前） 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても、営業収益が著しく減少
し、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、シンジケートローン契約が財務制限条
項に抵触しております。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売却を予定している不動産の処分
が困難な状況にあります。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
当連結グループは、当該状況を解消すべく「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり対処して

まいりますが、これらの対策には不確実性が認められるため、現時点では継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められます。 

 
（訂正後） 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても、営業収益が著しく減少
し、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、シンジケートローン契約が財務制限条
項に抵触しております。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売却を予定している不動産の処分
が困難な状況にあります。 
加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分

を受ける可能性があります。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
当連結グループは、当該状況を解消すべく「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり対処して

まいりますが、これらの対策には不確実性が認められるため、現時点では継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められます。 
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9ページ 
4. 連結財務諸表 
（訂正前） 
（1）連結貸借対照表 
  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,554 2,439

  預け金 19,972 3,426

  受取手形 1,645 577

  商業手形 20,531 6,878

  営業貸付金 76,478 49,327

  その他 766 792

  貸倒引当金 △33,553 △37,924

  流動資産合計 101,395 25,518

（省略） 

資産合計 108,874 28,442

（省略） 

 

（訂正後） 
（1）連結貸借対照表 
  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,554 2,439

  預け金 19,972 3,426

  受取手形 1,645 577

  商業手形 20,531 6,878

  営業貸付金 76,478 49,327

  その他 766 792

  貸倒引当金 △33,553 △37,312

  流動資産合計 101,395 26,129

（省略） 

資産合計 108,874 29,054

（省略） 
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10ページ 
（訂正前） 
  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 59,609 35,195

  資本剰余金 10,938 －

  利益剰余金 △35,381 △30,455

  自己株式 △3,130 △3,130

  株主資本合計 32,036 1,609

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △29 △11

  土地再評価差額金 △696 －

  評価・換算差額等合計 △726 △11

 純資産合計 31,310 1,598

負債純資産合計 108,874 28,442

 
 
（訂正後） 
  （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 59,609 35,195

  資本剰余金 10,938 －

  利益剰余金 △35,381 △29,844

  自己株式 △3,130 △3,130

  株主資本合計 32,036 2,221

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △29 △11

  土地再評価差額金 △696 －

  評価・換算差額等合計 △726 △11

 純資産合計 31,310 2,209

負債純資産合計 108,874 29,054
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11ページ 
（訂正前） 
（2）連結損益計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業収益 

 （省略） 

 営業収益合計 14,666 4,669

営業費用 

 （省略） 

 営業費用合計 3,748 1,096

営業総利益 10,917 3,572

販売費及び一般管理費 

 （省略） 

 貸倒引当金繰入額 16,113 17,791

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 38,466 31,661

営業損失（△） △27,548 △28,088

営業外収益 

 （省略） 

 営業外収益合計 42 21

営業外費用 

 （省略） 

 営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,544 △28,083

特別利益 

 （省略） 

 特別利益合計 2,280 602

特別損失 

 （省略） 

 特別損失合計 3,801 2,241

税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,721

法人税、住民税及び事業税 58 8

法人税等合計 58 8

当期純損失（△） △29,124 △29,729
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（訂正後） 
（2）連結損益計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業収益 

 （省略） 

 営業収益合計 14,666 4,669

営業費用 

 （省略） 

 営業費用合計 3,748 1,096

営業総利益 10,917 3,572

販売費及び一般管理費 

 （省略） 

 貸倒引当金繰入額 16,113 17,179

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 38,466 31,049

営業損失（△） △27,548 △27,476

営業外収益 

 （省略） 

 営業外収益合計 42 21

営業外費用 

 （省略） 

 営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,544 △27,471

特別利益 

 （省略） 

 特別利益合計 2,280 602

特別損失 

 （省略） 

 特別損失合計 3,801 2,241

税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,110

法人税、住民税及び事業税 58 8

法人税等合計 58 8

当期純損失（△） △29,124 △29,118
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13ページ 
（訂正前） 
（3）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 59,609 59,609

  当期変動額 

   資本金の取崩 － △24,413

   当期変動額合計 － △24,413

  当期末残高 59,609 35,195

 資本剰余金 

  前期末残高 45,026 10,938

  当期変動額 

   資本金の取崩 － 24,413

   資本剰余金の取崩 △34,088 △35,352

   当期変動額合計 △34,088 △10,938

  当期末残高 10,938 －

 利益剰余金 

  前期末残高 △34,088 △35,381

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,124 △29,729

   資本剰余金の取崩 34,088 35,352

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △1,292 4,925

  当期末残高 △35,381 △30,455

 自己株式 

  前期末残高 △3,130 △3,130

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △3,130 △3,130

 株主資本合計 

  前期末残高 67,417 32,036

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,124 △29,729

   資本金の取崩 － －

   資本剰余金の取崩 － －

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △35,381 △30,426

  当期末残高 32,036 1,609

 
 
 
 
 
 
 



 11

 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 29 △29

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

   当期変動額合計 △59 18

  当期末残高 △29 △11

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △6,953 △696

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

   当期変動額合計 6,256 696

  当期末残高 △696 －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △6,923 △726

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

   当期変動額合計 6,197 715

  当期末残高 △726 △11

純資産合計 

 前期末残高 60,493 31,310

 当期変動額 

  当期純損失（△） △29,124 △29,729

  資本金の取崩 － －

  資本剰余金の取崩 － －

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

  当期変動額合計 △29,183 △29,711

 当期末残高 31,310 1,598
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（訂正後） 
（3）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 59,609 59,609

  当期変動額 

   資本金の取崩 － △24,413

   当期変動額合計 － △24,413

  当期末残高 59,609 35,195

 資本剰余金 

  前期末残高 45,026 10,938

  当期変動額 

   資本金の取崩 － 24,413

   資本剰余金の取崩 △34,088 △35,352

   当期変動額合計 △34,088 △10,938

  当期末残高 10,938 －

 利益剰余金 

  前期末残高 △34,088 △35,381

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,124 △29,118

   資本剰余金の取崩 34,088 35,352

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △1,292 5,536

  当期末残高 △35,381 △29,844

 自己株式 

  前期末残高 △3,130 △3,130

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △3,130 △3,130

 株主資本合計 

  前期末残高 67,417 32,036

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,124 △29,118

   資本金の取崩 － －

   資本剰余金の取崩 － －

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △35,381 △29,815

  当期末残高 32,036 2,221
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 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 29 △29

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

   当期変動額合計 △59 18

  当期末残高 △29 △11

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △6,953 △696

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

   当期変動額合計 6,256 696

  当期末残高 △696 －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △6,923 △726

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

   当期変動額合計 6,197 715

  当期末残高 △726 △11

純資産合計 

 前期末残高 60,493 31,310

 当期変動額 

  当期純損失（△） △29,124 △29,118

  資本金の取崩 － －

  資本剰余金の取崩 － －

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

  当期変動額合計 △29,183 △29,100

 当期末残高 31,310 2,209
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15ページ 
（訂正前） 
（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,721

 減価償却費及びその他の償却費 880 374

 減損損失 2,002 1,596

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,822 4,370

（省略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,870 584

（省略） 

 
（訂正後） 
（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,110

 減価償却費及びその他の償却費 880 374

 減損損失 2,002 1,596

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,822 3,758

（省略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,870 584

（省略） 
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17ページ 
（訂正前） 
 継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
当連結グループは、前事業年度（企業集団：当社の
み）に23,978百万円の当期純損失を計上し、当連結
会計年度においても改正貸金業法に関連する出資法
上の上限金利の引下げや利息返還請求が業績への大
きな圧迫要因となり、29,124百万円の当期純損失を
計上いたしました。また、純資産の減少等により、
シンジケートローン契約(平成20年3月31日現在借
入金残高2,398百万円)について財務制限条項に抵触
することとなりました。これらの状況により、当連
結グループは継続企業の前提に重要な疑義を抱かせ
る事象の存在に該当しています。 
 当連結グループは、改正貸金業法の段階的な施行に
伴い、貸金業者への規制が大幅に強化されていく中
で、債権ポートフォリオ再構築による貸出金残高の
減少、利息返還請求の高止まり等により厳しい事業
環境下にありますが、当該状況を解消すべく平成20
年5月19日に策定した経営計画等に基づき、次のと
おりに対処してまいります。 
1.収益構造の変革 
上限金利引下げに対応した収益モデルを構築する
ために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化する
とともに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの
低い貸出債権の選別を図ってまいります。特に営
業貸付金において、既存債権のうち新与信基準に
満たない債権については、積極的に債権回収を図
ってまいります。また、「賃貸保証」(連結子会社：
株式会社エムキャット)、「動産担保ローン」等に
おける金銭貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦
販売」等の紹介業務といった新たな事業を早期に
収益貢献ができるよう推進してまいります。 

2.コスト構造の変革 
このような厳しい経営環境下、当連結会計年度に、
事業構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職
者の募集、固定資産の売却を行いました。来期に
おいても、一層の経営効率化を図ってまいります。

3.資金繰りの見通し 
シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条
項に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、
継続的な取引をしていただいており、今回につき
ましても、継続的な取引をしていただける旨の協
議を行っております。一方、キャッシュ面におい
て、平成 20 年 3 月末現在の現金及び預金残高は
15,554百万円であり当面十分な運転資金を確保し
ていることや、「手形貸付」及び「証書貸付」にお
いて、既存債権のうち新与信基準に満たない債権
については、積極的に債権回収を図ってまいりま
すことからも、事業の継続性及び資金繰りに問題
はないものと考えております。 

従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として
作成されており、このような重要な疑義の影響を連
結財務諸表には反映しておりません。 
 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当
連結会計年度においても、営業収益が著しく減少し、
重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し
ており、シンジケートローン契約が財務制限条項に
抵触しております。また、金融機関からの新たな資
金調達並びに売却を予定している不動産の処分が困
難な状況にあります。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しております。 
当連結グループは、当該状況を解消すべく、次のと
おり対処してまいります。 
1.収益力の回復 
既存の金融事業においては、上限金利引下げを視
野に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リス
クの抑制を図ります。また、グループ会社を通じ
た賃貸保証事業は、新会社設立 2 年目にして黒字
化を達成するなど堅調に推移しており今後も業容
の拡大を図ってまいります。さらに、新たな収益
源の獲得を企図した「不動産担保ローン」の媒介
業務等のフィービジネスによる手数料収入の拡大
を推進するとともに、新たな資金調達を前提とし
て「動産担保ローン」をはじめとする新商品の開
発、他社・他業態との提携等を通じた新事業の推
進により、収益力の回復を図ってまいります。 

2.コスト構造の変革 
事業構造改革として、前連結会計年度に引き続き、
不動産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職
者の募集による大幅な人員削減を実施し、本社機
能の移転並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大
幅な積み増し等により経営効率化を積極的に進め
てまいりました。今後も引き続き、業務の効率化
により諸経費の削減を実施してまいります。 

3.財務基盤の安定化 
有利子負債につきましては、社債の買入消却及び
償還、借入金の返済により、将来の返済負担は大
幅に減少しており、シンジケート団とは、財務制
限条項に抵触している事実を踏まえた上で、継続
的な取引を維持していただけるよう協議を行って
まいります。また、より厳しさを増すと予想され
る資金調達環境に対応するべく、不動産の処分を
進めるとともに、資金繰りの安定化を図ることを
目的として、利息返還債務にかかる支払条件の変
更要請を行っております。なお、利息返還債務に
ついては、一部債権者より差押命令申立を受ける
という状況も発生しておりますが、当社要請に対
する理解が得られるよう最大限の努力を行ってま
いります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動
産の処分については、外部要因に大きく依存してお
り、利息返還債務にかかる支払条件の変更要請につ
いては、今後も差押命令申立を受ける可能性もある
ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められます。 
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ
れており、継続企業の前提に関する重要な不確実性
の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 
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（訂正後） 
 継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
当連結グループは、前事業年度（企業集団：当社の
み）に23,978百万円の当期純損失を計上し、当連結
会計年度においても改正貸金業法に関連する出資法
上の上限金利の引下げや利息返還請求が業績への大
きな圧迫要因となり、29,124百万円の当期純損失を
計上いたしました。また、純資産の減少等により、
シンジケートローン契約(平成20年3月31日現在借
入金残高2,398百万円)について財務制限条項に抵触
することとなりました。これらの状況により、当連
結グループは継続企業の前提に重要な疑義を抱かせ
る事象の存在に該当しています。 
 当連結グループは、改正貸金業法の段階的な施行に
伴い、貸金業者への規制が大幅に強化されていく中
で、債権ポートフォリオ再構築による貸出金残高の
減少、利息返還請求の高止まり等により厳しい事業
環境下にありますが、当該状況を解消すべく平成20
年5月19日に策定した経営計画等に基づき、次のと
おりに対処してまいります。 
1.収益構造の変革 
上限金利引下げに対応した収益モデルを構築する
ために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化する
とともに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの
低い貸出債権の選別を図ってまいります。特に営
業貸付金において、既存債権のうち新与信基準に
満たない債権については、積極的に債権回収を図
ってまいります。また、「賃貸保証」(連結子会社：
株式会社エムキャット)、「動産担保ローン」等に
おける金銭貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦
販売」等の紹介業務といった新たな事業を早期に
収益貢献ができるよう推進してまいります。 

2.コスト構造の変革 
このような厳しい経営環境下、当連結会計年度に、
事業構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職
者の募集、固定資産の売却を行いました。来期に
おいても、一層の経営効率化を図ってまいります。

3.資金繰りの見通し 
シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条
項に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、
継続的な取引をしていただいており、今回につき
ましても、継続的な取引をしていただける旨の協
議を行っております。一方、キャッシュ面におい
て、平成 20 年 3 月末現在の現金及び預金残高は
15,554百万円であり当面十分な運転資金を確保し
ていることや、「手形貸付」及び「証書貸付」にお
いて、既存債権のうち新与信基準に満たない債権
については、積極的に債権回収を図ってまいりま
すことからも、事業の継続性及び資金繰りに問題
はないものと考えております。 

従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として
作成されており、このような重要な疑義の影響を連
結財務諸表には反映しておりません。 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当
連結会計年度においても、営業収益が著しく減少し、
重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し
ており、シンジケートローン契約が財務制限条項に
抵触しております。また、金融機関からの新たな資
金調達並びに売却を予定している不動産の処分が困
難な状況にあります。 
加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低
純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分を
受ける可能性があります。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しております。 
当連結グループは、当該状況を解消すべく、次のと
おり対処してまいります。 
1.収益力の回復 
既存の金融事業においては、上限金利引下げを視
野に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リス
クの抑制を図ります。また、グループ会社を通じ
た賃貸保証事業は、新会社設立 2 年目にして黒字
化を達成するなど堅調に推移しており今後も業容
の拡大を図ってまいります。さらに、新たな収益
源の獲得を企図した「不動産担保ローン」の媒介
業務等のフィービジネスによる手数料収入の拡大
を推進するとともに、新たな資金調達を前提とし
て「動産担保ローン」をはじめとする新商品の開
発、他社・他業態との提携等を通じた新事業の推
進により、収益力の回復を図ってまいります。 

2.コスト構造の変革 
事業構造改革として、前連結会計年度に引き続き、
不動産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職
者の募集による大幅な人員削減を実施し、本社機
能の移転並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大
幅な積み増し等により経営効率化を積極的に進め
てまいりました。今後も引き続き、業務の効率化
により諸経費の削減を実施してまいります。 

3.財務基盤の安定化 
有利子負債につきましては、社債の買入消却及び
償還、借入金の返済により、将来の返済負担は大
幅に減少しており、シンジケート団とは、財務制
限条項に抵触している事実を踏まえた上で、継続
的な取引を維持していただけるよう協議を行って
まいります。また、より厳しさを増すと予想され
る資金調達環境に対応するべく、不動産の処分を
進めるとともに、資金繰りの安定化を図ることを
目的として、利息返還債務にかかる支払条件の変
更要請を行っております。なお、利息返還債務に
ついては、一部債権者より差押命令申立を受ける
という状況も発生しておりますが、当社要請に対
する理解が得られるよう最大限の努力を行ってま
いります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動
産の処分については、外部要因に大きく依存してお
り、利息返還債務にかかる支払条件の変更要請につ
いては、今後も差押命令申立を受ける可能性もある
ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められます。 
なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ
れており、継続企業の前提に関する重要な不確実性
の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 
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19ページ 
（訂正前） 
 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 前連結会計年度 

（自 平成19年 4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） 
4 会計処理基準に関する事項 
（省略） 
(3) 重要な引当金の計上基準 

 
（省略） 
① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しており
ます。なお、破綻先債権等のう
ち、回収不能見込額として直接
減額している金額は､8,123百万
円であります。 
 

（省略） 
 

 
（省略） 
① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しており
ます。なお、破綻先債権等のう
ち、回収不能見込額として直接
減額している金額は、8,296百万
円であります。 
 

（省略） 
 

 ④ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。 

 数理計算上の差異については、発
生年度に全額を費用処理してお
ります。 

④ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。 

  数理計算上の差異については、発
生年度に全額を費用処理してお
ります。 

  当連結グループは、平成20年11
月 7 日に開催された取締役会に
おいて、経営資源の効率化を図
るため、希望退職者の募集を行
うことを決議いたしました。こ
の結果、当連結会計年度末にお
いて従業員数が大幅に減少し
300人未満となり、合理的に数理
計算上の見積もりを行うことが
困難となったため、退職給付債
務の計算について原則法から簡
便法に変更しております。 

  この影響により、従来の方法によ
った場合に比べて退職給付債務
が77百万円減少しております。

  これにより、営業損失、経常損失
及び税金等調整前当期純損失
は、77百万円減少しております。
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（訂正後） 
 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 前連結会計年度 

（自 平成19年 4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） 
4 会計処理基準に関する事項 
（省略） 
(3) 重要な引当金の計上基準 

 
（省略） 
① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しており
ます。なお、破綻先債権等のう
ち、回収不能見込額として直接
減額している金額は､8,123百万
円であります。 

 
（省略） 
① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しており
ます。なお、破綻先債権等のう
ち、回収不能見込額として直接
減額している金額は、8,296百万
円であります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（省略） 
 
④ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。 

 数理計算上の差異については、発
生年度に全額を費用処理してお
ります。 

（追加情報） 
一般債権については、従来貸倒
実績率による見積り方法を採用
しておりましたが、事業環境の
変化等に迅速に対応するため、
債権をグルーピングしそれぞれ
回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上することといたし
ました。 
この影響により、従来の方法に
よった場合に比べて貸倒引当金
繰入額が11,806百万円増加して
おります。 
これにより、営業損失、経常損
失及び税金等調整前当期純損失
は、11,806 百万円増加しており
ます。 
 

（省略） 
 
④ 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産に基づ
き、当連結会計年度末において
発生している額を計上しており
ます。  

（会計方針の変更） 
  当連結グループは、平成20年11

月 7 日に開催された取締役会に
おいて、経営資源の効率化を図
るため、希望退職者の募集を行
うことを決議いたしました。こ
の結果、当連結会計年度末にお
いて従業員数が大幅に減少し
300人未満となり、合理的に数理
計算上の見積もりを行うことが
困難となったため、退職給付債
務の計算について原則法から簡
便法に変更しております。 

  この影響により、従来の方法によ
った場合に比べて退職給付債務
が77百万円減少しております。

  これにより、営業損失、経常損失
及び税金等調整前当期純損失
は、77百万円減少しております。
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33ページ 
（訂正前） 
（税効果会計関係） 

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） 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,712
係争関係損失引当金 8,186
減損損失・減価償却超過額 2,379
未収収益不計上否認額 232
繰越欠損金 65,714
土地再評価に係る繰延税金資産 2,711
その他 1,004

繰延税金資産小計 96,941
評価性引当額 △96,941

繰延税金資産合計 －
   

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,534
係争関係損失引当金 7,220
債権放棄否認額 2,569
未払係争関係和解金 1,616
減損損失・減価償却超過額 2,441
未収収益不計上否認額 850
繰越欠損金 51,258
土地再評価に係る繰延税金資産 2,118
その他 118

繰延税金資産小計 86,728
評価性引当額 △86,728

繰延税金資産合計 － 

 
 
（訂正後） 
（税効果会計関係） 

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） 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,712
係争関係損失引当金 8,186
減損損失・減価償却超過額 2,379
未収収益不計上否認額 232
繰越欠損金 65,714
土地再評価に係る繰延税金資産 2,711
その他 1,004

繰延税金資産小計 96,941
評価性引当額 △96,941

繰延税金資産合計 －
   

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,289
係争関係損失引当金 8,836
減損損失・減価償却超過額 1,825
未収収益不計上否認額 1,380
繰越欠損金 53,784
土地再評価に係る繰延税金資産 2,309
その他 118

繰延税金資産小計 86,545
評価性引当額 △86,545

繰延税金資産合計 － 
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37ページ 
（訂正前） 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
1株当たり純資産額 284.92円
1株当たり当期純損失 265.03円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 14.55円
1株当たり当期純損失 270.54円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自 平成19年 4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）

1株当たり当期純損失金額  
当期純損失（百万円） 29,124 29,729
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純損失（百万円） 29,124 29,729
期中平均株式数（千株） 109,890 109,889
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後 1 株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額408百万円）。 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額70百万円）。 

 
（訂正後） 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
1株当たり純資産額 284.92円
1株当たり当期純損失 265.03円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 20.11円
1株当たり当期純損失 264.98円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自 平成19年 4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）

1株当たり当期純損失金額  
当期純損失（百万円） 29,124 29,118
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純損失（百万円） 29,124 29,118
期中平均株式数（千株） 109,890 109,889
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後 1 株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額408百万円）。 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額70百万円）。 
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38ページ 
（訂正前） 
（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
当社は、平成20年5月19日開催の取締役会におい
て、平成20年6月26日開催の第39回定時株主総会
に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
の処分について付議することを決議いたしました。
 その概要は以下のとおりであります。 
１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じ
た損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質
の健全化を図るものであります。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 
(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成 20 年 3 月 31 日現在の資本金の額
59,609,480,326 円のうち 24,413,520,029 円、
及び資本準備金の額855,000,000 円全額をそれ
ぞれ減少します。なお、減少後の資本金の額は
35,195,960,297円、資本準備金の額は零円とな
ります。 

(2) 資本金の額の減少方法 
発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の

額のみを減少いたします。 
３．剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、そ
の他資本剰余金が増加いたしますが、その他資
本剰余金35,352,063,311円を欠損填補に充て、
繰越利益剰余金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
処分の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日        平成20年5月19日
(2) 定時株主総会決議日    平成20年6月26日
(3) 債権者異議申述公告日  平成20年6月27日
(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日
(5) 効力発生日            平成20年8月  1日

―――――――― 
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（訂正後） 
（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年 4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） 
当社は、平成20年5月19日開催の取締役会におい
て、平成20年6月26日開催の第39回定時株主総会
に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
の処分について付議することを決議いたしました。
 その概要は以下のとおりであります。 
１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じ
た損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質
の健全化を図るものであります。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 
(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成 20 年 3 月 31 日現在の資本金の額
59,609,480,326 円のうち 24,413,520,029 円、
及び資本準備金の額855,000,000 円全額をそれ
ぞれ減少します。なお、減少後の資本金の額は
35,195,960,297円、資本準備金の額は零円とな
ります。 

(2) 資本金の額の減少方法 
発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の

額のみを減少いたします。 
３．剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、そ
の他資本剰余金が増加いたしますが、その他資
本剰余金35,352,063,311円を欠損填補に充て、
繰越利益剰余金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
処分の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日        平成20年5月19日
(2) 定時株主総会決議日    平成20年6月26日
(3) 債権者異議申述公告日  平成20年6月27日
(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日
(5) 効力発生日            平成20年8月  1日

当社は、平成21年5月20日に固定資産の譲渡につ
いて売買契約を締結いたしております。 
 その概要は以下のとおりであります。 
１．譲渡の理由 
   当社は、出資法の上限金利の引下げ及び利息

返還請求に象徴される厳しい経営環境に対応す
べく、収益構造の変革、コスト構造の変革等に
取り組んでおります。その一環として経営資源
の効率化・財務体質の強化を図るため、固定資
産の譲渡を行うものであります。 

２．譲渡資産の種類、譲渡前の使途 
  所在地：京都市下京区七条御所ノ内中町60番地
       土地       2,623.90㎡ 
      建物（延床面積） 9,794.88㎡ 
  現 況：事務所（旧本店ビル） 
３．譲渡の時期 
  平成21年6月16日 物件引渡 
４．譲渡価格 
  1,301百万円 
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40ページ 
5. 個別財務諸表 
（訂正前） 
（1）貸借対照表 
  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,465 2,292

  預け金 19,972 3,426

  受取手形 1,645 577

  商業手形 20,531 6,878

  営業貸付金 76,148 48,997

  前払費用 359 64

  未収入金 158 439

  短期貸付金 － 356

  その他 456 100

  貸倒引当金 △33,553 △37,924

  流動資産合計 101,184 25,210

（省略） 

資産合計 108,848 28,318

（省略） 

 

（訂正後） 
（1）貸借対照表 
  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 15,465 2,292

  預け金 19,972 3,426

  受取手形 1,645 577

  商業手形 20,531 6,878

  営業貸付金 76,148 48,997

  前払費用 359 64

  未収入金 158 439

  短期貸付金 － 356

  その他 456 100

  貸倒引当金 △33,553 △37,312

  流動資産合計 101,184 25,821

（省略） 

資産合計 108,848 28,929

（省略） 
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41ページ 
（訂正前） 
  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 59,609 35,195

  資本剰余金 

   資本準備金 855 －

   その他資本剰余金 10,083 －

   資本剰余金合計 10,938 －

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △35,352 △30,429

   利益剰余金合計 △35,352 △30,429

  自己株式 △3,130 △3,130

  株主資本合計 32,065 1,636

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △29 △11

  土地再評価差額金 △696 －

  評価・換算差額等合計 △726 △11

 純資産合計 31,338 1,624

負債純資産合計 108,848 28,318

 
 
（訂正後） 
  （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （平成20年3月31日） （平成21年3月31日） 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 59,609 35,195

  資本剰余金 

   資本準備金 855 －

   その他資本剰余金 10,083 －

   資本剰余金合計 10,938 －

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △35,352 △29,817

   利益剰余金合計 △35,352 △29,817

  自己株式 △3,130 △3,130

  株主資本合計 32,065 2,247

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △29 △11

  土地再評価差額金 △696 －

  評価・換算差額等合計 △726 △11

 純資産合計 31,338 2,236

負債純資産合計 108,848 28,929

 
 



 25

42ページ 
（訂正前） 
（2）損益計算書 
 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業収益 

 （省略） 

 営業収益合計 14,641 4,553

営業費用 

 （省略） 

 営業費用合計 3,746 1,084

営業総利益 10,895 3,468

販売費及び一般管理費 

 （省略） 

 貸倒引当金繰入額 16,113 17,791

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 38,418 31,547

営業損失（△） △27,523 △28,078

営業外収益 

 （省略） 

 営業外収益合計 46 28

営業外費用 

 （省略） 

 営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,516 △28,066

特別利益 

 （省略） 

 特別利益合計 2,280 602

特別損失 

 （省略） 

 特別損失合計 3,801 2,261

税引前当期純損失（△） △29,037 △29,725

法人税、住民税及び事業税 57 7

法人税等合計 57 7

当期純損失（△） △29,095 △29,732
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（訂正後） 
（2）損益計算書 
 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

営業収益 

 （省略） 

 営業収益合計 14,641 4,553

営業費用 

 （省略） 

 営業費用合計 3,746 1,084

営業総利益 10,895 3,468

販売費及び一般管理費 

 （省略） 

 貸倒引当金繰入額 16,113 17,179

 （省略） 

 販売費及び一般管理費合計 38,418 30,936

営業損失（△） △27,523 △27,467

営業外収益 

 （省略） 

 営業外収益合計 46 28

営業外費用 

 （省略） 

 営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,516 △27,455

特別利益 

 （省略） 

 特別利益合計 2,280 602

特別損失 

 （省略） 

 特別損失合計 3,801 2,261

税引前当期純損失（△） △29,037 △29,113

法人税、住民税及び事業税 57 7

法人税等合計 57 7

当期純損失（△） △29,095 △29,121
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44ページ 
（訂正前） 
（3）株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 59,609 59,609

  当期変動額 

   資本金の取崩 － △24,413

   当期変動額合計 － △24,413

  当期末残高 59,609 35,195

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 20,117 855

   当期変動額 

    資本準備金の取崩 △19,262 △855

    当期変動額合計 △19,262 △855

  当期末残高 855 －

  その他資本剰余金 

   前期末残高 24,909 10,083

   当期変動額 

    資本金の取崩 － 24,413

    資本準備金の取崩 － 855

    その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

    当期変動額合計 △14,825 △10,083

  当期末残高 10,083 －

  資本剰余金合計 

   前期末残高 45,026 10,938

   当期変動額 

    資本金の取崩 － 24,413

    資本準備金の取崩 △19,262 －

    その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

    当期変動額合計 △34,088 △10,938

  当期末残高 10,938 －

利益剰余金 

  その他利益剰余金 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △34,088 △35,352

    当期変動額 

     当期純損失（△） △29,095 △29,732

     資本準備金の取崩 19,262 －

     その他資本剰余金の取崩 14,825 35,352

     土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

     当期変動額合計 △1,263 4,922

    当期末残高 △35,352 △30,429
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 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

 自己株式 

  前期末残高 △3,130 △3,130

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △3,130 △3,130

 株主資本合計 

  前期末残高 67,417 32,065

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,095 △29,732

   資本金の取崩 － －

   資本準備金の取崩 － －

   その他資本剰余金の取崩 － －

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △35,352 △30,429

  当期末残高 32,065 1,636

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 29 △29

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

   当期変動額合計 △59 18

  当期末残高 △29 △11

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △6,953 △696

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

   当期変動額合計 6,256 696

  当期末残高 △696 －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △6,923 △726

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

   当期変動額合計 6,197 715

  当期末残高 △726 △11
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 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

純資産合計 

 前期末残高 60,493 31,338

 当期変動額 

  当期純損失（△） △29,095 △29,732

  資本金の取崩 － －

  資本準備金の取崩 － －

  その他資本剰余金の取崩 － －

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

  当期変動額合計 △29,154 △29,714

 当期末残高 31,338 1,624

 
 
（訂正後） 
（3）株主資本等変動計算書 
 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 59,609 59,609

  当期変動額 

   資本金の取崩 － △24,413

   当期変動額合計 － △24,413

  当期末残高 59,609 35,195

 資本剰余金 

  資本準備金 

   前期末残高 20,117 855

   当期変動額 

    資本準備金の取崩 △19,262 △855

    当期変動額合計 △19,262 △855

  当期末残高 855 －

  その他資本剰余金 

   前期末残高 24,909 10,083

   当期変動額 

    資本金の取崩 － 24,413

    資本準備金の取崩 － 855

    その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

    当期変動額合計 △14,825 △10,083

  当期末残高 10,083 －
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 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

  資本剰余金合計 

   前期末残高 45,026 10,938

   当期変動額 

    資本金の取崩 － 24,413

    資本準備金の取崩 △19,262 －

    その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

    当期変動額合計 △34,088 △10,938

  当期末残高 10,938 －

利益剰余金 

  その他利益剰余金 

   繰越利益剰余金 

    前期末残高 △34,088 △35,352

    当期変動額 

     当期純損失（△） △29,095 △29,121

     資本準備金の取崩 19,262 －

     その他資本剰余金の取崩 14,825 35,352

     土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

     当期変動額合計 △1,263 5,534

    当期末残高 △35,352 △29,817

 自己株式 

  前期末残高 △3,130 △3,130

  当期変動額 

   自己株式の取得 △0 △0

   当期変動額合計 △0 △0

  当期末残高 △3,130 △3,130

 株主資本合計 

  前期末残高 67,417 32,065

  当期変動額 

   当期純損失（△） △29,095 △29,121

   資本金の取崩 － －

   資本準備金の取崩 － －

   その他資本剰余金の取崩 － －

   自己株式の取得 △0 △0

   土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

   当期変動額合計 △35,352 △29,817

  当期末残高 32,065 2,247

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

  前期末残高 29 △29

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

   当期変動額合計 △59 18

  当期末残高 △29 △11
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 （単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 
 （自 平成19年 4月 1日 （自 平成20年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

 土地再評価差額金 

  前期末残高 △6,953 △696

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

   当期変動額合計 6,256 696

  当期末残高 △696 －

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △6,923 △726

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

   当期変動額合計 6,197 715

  当期末残高 △726 △11

純資産合計 

 前期末残高 60,493 31,338

 当期変動額 

  当期純損失（△） △29,095 △29,121

  資本金の取崩 － －

  資本準備金の取崩 － －

  その他資本剰余金の取崩 － －

  自己株式の取得 △0 △0

  土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

  当期変動額合計 △29,154 △29,102

 当期末残高 31,338 2,236
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47ページ 
（訂正前） 
 継続企業の前提に関する注記 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
当社は、前事業年度に23,978百万円の当期純損失を
計上し、当事業年度においても改正貸金業法に関連
する出資法上の上限金利の引下げや利息返還請求が
業績への大きな圧迫要因となり、29,095百万円の当
期純損失を計上いたしました。また、純資産の減少
等により、シンジケートローン契約(平成20年3月
31 日現在借入金残高 2,398 百万円)について財務制
限条項に抵触することとなりました。これらの状況
により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を抱か
せる事象の存在に該当しています。 
当社は、改正貸金業法の段階的な施行に伴い、貸金
業者への規制が大幅に強化されていく中で、債権ポ
ートフォリオ再構築による貸出金残高の減少、利息
返還請求の高止まり等により厳しい事業環境下にあ
りますが、当該状況を解消すべく、平成20年5月19
日に策定した経営計画等に基づき、次のとおりに対
処してまいります。 
1.収益構造の変革 
上限金利引下げに対応した収益モデルを構築する
ために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化する
とともに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの
低い貸出債権の選別を図ってまいります。特に営
業貸付金において、既存債権のうち新与信基準に
満たない債権については、積極的に債権回収を図
ってまいります。また、「賃貸保証」(連結子会社：
株式会社エムキャット)、「動産担保ローン」等に
おける金銭貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦
販売」等の紹介業務といった新たな事業を早期に
収益貢献ができるよう推進してまいります。 

2.コスト構造の変革 
このような厳しい経営環境下、当事業年度に、事
業構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職者
の募集、固定資産の売却を行いました。来期にお
いても、一層の経営効率化を図ってまいります。 

3.資金繰りの見通し 
シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条
項に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、
継続的な取引をしていただいており、今回につき
ましても、継続的な取引をしていただける旨の協
議を行っております。一方、キャッシュ面におい
て、平成 20 年 3 月末現在の現金及び預金残高は
15,465百万円であり当面十分な運転資金を確保し
ていることや、「手形貸付」及び「証書貸付」にお
いて、既存債権のうち新与信基準に満たない債権
については、積極的に債権回収を図ってまいりま
すことからも、事業の継続性及び資金繰りに問題
はないものと考えております。 

従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を財務諸
表には反映しておりません。 
 

当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度におい
ても、営業収益が著しく減少し、重要な営業損失、
経常損失及び当期純損失を計上しており、シンジケ
ートローン契約が財務制限条項に抵触しておりま
す。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売
却を予定している不動産の処分が困難な状況にあり
ます。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しております。 
当社は、当該状況を解消すべく、次のとおり対処し
てまいります。 
1.収益力の回復 
既存の金融事業においては、上限金利引下げを視
野に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リス
クの抑制を図ります。また、グループ会社を通じ
た賃貸保証事業は、新会社設立 2 年目にして黒字
化を達成するなど堅調に推移しており今後も業容
の拡大を図ってまいります。さらに、新たな収益
源の獲得を企図した「不動産担保ローン」の媒介
業務等のフィービジネスによる手数料収入の拡大
を推進するとともに、新たな資金調達を前提とし
て「動産担保ローン」をはじめとする新商品の開
発、他社・他業態との提携等を通じた新事業の推
進により、収益力の回復を図ってまいります。 

2.コスト構造の変革 
事業構造改革として、前事業年度に引き続き、不
動産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職者
の募集による大幅な人員削減を実施し、本社機能
の移転並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大幅
な積み増し等により経営効率化を積極的に進めて
まいりました。今後も引き続き、業務の効率化に
より諸経費の削減を実施してまいります。 

3.財務基盤の安定化 
有利子負債につきましては、社債の買入消却及び
償還、借入金の返済により、将来の返済負担は大
幅に減少しており、シンジケート団とは、財務制
限条項に抵触している事実を踏まえた上で、継続
的な取引を維持していただけるよう協議を行って
まいります。また、より厳しさを増すと予想され
る資金調達環境に対応するべく、不動産の処分を
進めるとともに、資金繰りの安定化を図ることを
目的として、利息返還債務にかかる支払条件の変
更要請を行っております。なお、利息返還債務に
ついては、一部債権者より差押命令申立を受ける
という状況も発生しておりますが、当社要請に対
する理解が得られるよう最大限の努力を行ってま
いります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動
産の処分については、外部要因に大きく依存してお
り、利息返還債務にかかる支払条件の変更要請につ
いては、今後も差押命令申立を受ける可能性もある
ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められます。 
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されて
おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を財務諸表には反映しておりません。 
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（訂正後） 
 継続企業の前提に関する注記 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
当社は、前事業年度に23,978百万円の当期純損失を
計上し、当事業年度においても改正貸金業法に関連
する出資法上の上限金利の引下げや利息返還請求が
業績への大きな圧迫要因となり、29,095百万円の当
期純損失を計上いたしました。また、純資産の減少
等により、シンジケートローン契約(平成20年3月
31 日現在借入金残高 2,398 百万円)について財務制
限条項に抵触することとなりました。これらの状況
により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を抱か
せる事象の存在に該当しています。 
当社は、改正貸金業法の段階的な施行に伴い、貸金
業者への規制が大幅に強化されていく中で、債権ポ
ートフォリオ再構築による貸出金残高の減少、利息
返還請求の高止まり等により厳しい事業環境下にあ
りますが、当該状況を解消すべく、平成20年5月19
日に策定した経営計画等に基づき、次のとおりに対
処してまいります。 
1.収益構造の変革 
上限金利引下げに対応した収益モデルを構築する
ために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化する
とともに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの
低い貸出債権の選別を図ってまいります。特に営
業貸付金において、既存債権のうち新与信基準に
満たない債権については、積極的に債権回収を図
ってまいります。また、「賃貸保証」(連結子会社：
株式会社エムキャット)、「動産担保ローン」等に
おける金銭貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦
販売」等の紹介業務といった新たな事業を早期に
収益貢献ができるよう推進してまいります。 

2.コスト構造の変革 
このような厳しい経営環境下、当事業年度に、事
業構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職者
の募集、固定資産の売却を行いました。来期にお
いても、一層の経営効率化を図ってまいります。 

3.資金繰りの見通し 
シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条
項に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、
継続的な取引をしていただいており、今回につき
ましても、継続的な取引をしていただける旨の協
議を行っております。一方、キャッシュ面におい
て、平成 20 年 3 月末現在の現金及び預金残高は
15,465百万円であり当面十分な運転資金を確保し
ていることや、「手形貸付」及び「証書貸付」にお
いて、既存債権のうち新与信基準に満たない債権
については、積極的に債権回収を図ってまいりま
すことからも、事業の継続性及び資金繰りに問題
はないものと考えております。 

従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を財務諸
表には反映しておりません。 
 

当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度におい
ても、営業収益が著しく減少し、重要な営業損失、
経常損失及び当期純損失を計上しており、シンジケ
ートローン契約が財務制限条項に抵触しておりま
す。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売
却を予定している不動産の処分が困難な状況にあり
ます。 
加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低
純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分を
受ける可能性があります。 
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しております。 
当社は、当該状況を解消すべく、次のとおり対処し
てまいります。 
1.収益力の回復 
既存の金融事業においては、上限金利引下げを視
野に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リス
クの抑制を図ります。また、グループ会社を通じ
た賃貸保証事業は、新会社設立 2 年目にして黒字
化を達成するなど堅調に推移しており今後も業容
の拡大を図ってまいります。さらに、新たな収益
源の獲得を企図した「不動産担保ローン」の媒介
業務等のフィービジネスによる手数料収入の拡大
を推進するとともに、新たな資金調達を前提とし
て「動産担保ローン」をはじめとする新商品の開
発、他社・他業態との提携等を通じた新事業の推
進により、収益力の回復を図ってまいります。 

2.コスト構造の変革 
事業構造改革として、前事業年度に引き続き、不
動産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職者
の募集による大幅な人員削減を実施し、本社機能
の移転並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大幅
な積み増し等により経営効率化を積極的に進めて
まいりました。今後も引き続き、業務の効率化に
より諸経費の削減を実施してまいります。 

3.財務基盤の安定化 
有利子負債につきましては、社債の買入消却及び
償還、借入金の返済により、将来の返済負担は大
幅に減少しており、シンジケート団とは、財務制
限条項に抵触している事実を踏まえた上で、継続
的な取引を維持していただけるよう協議を行って
まいります。また、より厳しさを増すと予想され
る資金調達環境に対応するべく、不動産の処分を
進めるとともに、資金繰りの安定化を図ることを
目的として、利息返還債務にかかる支払条件の変
更要請を行っております。なお、利息返還債務に
ついては、一部債権者より差押命令申立を受ける
という状況も発生しておりますが、当社要請に対
する理解が得られるよう最大限の努力を行ってま
いります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動
産の処分については、外部要因に大きく依存してお
り、利息返還債務にかかる支払条件の変更要請につ
いては、今後も差押命令申立を受ける可能性もある
ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められます。 
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されて
おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を財務諸表には反映しておりません。 
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49ページ 
（訂正前） 
 重要な会計方針 
 第39期 

（自 平成19年 4月 1日 
   至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

    至 平成21年3月31日） 

4 引当金の計上基準 
 

(1) 貸倒引当金 
貸金等の債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上し
ております。なお、破綻先債権
等のうち、回収不能見込額とし
て直接減額している金額は、
8,123百万円であります。 
 

（省略） 

(1) 貸倒引当金 
貸金等の債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上し
ております。なお、破綻先債権
等のうち、回収不能見込額とし
て直接減額している金額は、
8,296百万円であります。 
 

（省略） 
 

 (4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、計上しておりま
す。 

  数理計算上の差異については、
発生年度に全額を費用処理し
ております。 

(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、計上しておりま
す。 

  数理計算上の差異については、
発生年度に全額を費用処理し
ております。 

  当社は、平成20年11月7日に
開催された取締役会において、
経営資源の効率化を図るため、
希望退職者の募集を行うこと
を決議いたしました。この結
果、当事業年度末において従業
員数が大幅に減少し300人未満
となり、合理的に数理計算上の
見積もりを行うことが困難と
なったため、退職給付債務の計
算について原則法から簡便法
に変更しております。 

  この影響により、従来の方法に
よった場合に比べて退職給付
債務が 77 百万円減少しており
ます。 

  これにより、営業損失、経常損
失及び税引前当期純損失は、77
百万円減少しております。 
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（訂正後） 
重要な会計方針 

 第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

   至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

    至 平成21年3月31日） 
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上し
ております。なお、破綻先債権
等のうち、回収不能見込額とし
て直接減額している金額は、
8,123百万円であります。 

(1) 貸倒引当金 
貸金等の債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上し
ております。なお、破綻先債権
等のうち、回収不能見込額とし
て直接減額している金額は、
8,296百万円であります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（省略） 
 
(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、計上しておりま
す。 

  数理計算上の差異については、
発生年度に全額を費用処理し
ております。 

 

（追加情報） 
一般債権については、従来貸倒
実績率による見積り方法を採用
しておりましたが、事業環境の
変化等に迅速に対応するため、
債権をグルーピングしそれぞれ
回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上することといたし
ました。 
この影響により、従来の方法に
よった場合に比べて貸倒引当金
繰入額が11,806百万円増加して
おります。 
これにより、営業損失、経常損
失及び税引前当期純損失は、
11,806 百万円増加しておりま
す。 
 

（省略） 
 
(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産に基づ
き、当事業年度末において発生
している額を計上しておりま
す。 

（会計方針の変更） 
  当社は、平成20年11月7日に

開催された取締役会において、
経営資源の効率化を図るため、
希望退職者の募集を行うこと
を決議いたしました。この結
果、当事業年度末において従業
員数が大幅に減少し300人未満
となり、合理的に数理計算上の
見積もりを行うことが困難と
なったため、退職給付債務の計
算について原則法から簡便法
に変更しております。 

  この影響により、従来の方法に
よった場合に比べて退職給付
債務が 77 百万円減少しており
ます。 

  これにより、営業損失、経常損
失及び税引前当期純損失は、77
百万円減少しております。 
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58ページ 
（訂正前） 
（税効果会計関係） 

第39期 
（平成20年3月31日） 

第40期 
（平成21年3月31日） 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,712
係争関係損失引当金 8,186
減損損失・減価償却超過額 2,379
未収収益不計上否認額 232
繰越欠損金 65,703
土地再評価に係る繰延税金資産 2,711
その他 1,004

繰延税金資産小計 96,930
評価性引当額 △96,930

繰延税金資産合計 －
   

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,534
係争関係損失引当金 7,220
債権放棄否認額 2,569
未払係争関係和解金 1,616
減損損失・減価償却超過額 2,441
未収収益不計上否認額 850
繰越欠損金 51,247
土地再評価に係る繰延税金資産 2,118
その他 117

繰延税金資産小計 86,717
評価性引当額 △86,717

繰延税金資産合計 － 

 
 
（訂正後） 
（税効果会計関係） 

第39期 
（平成20年3月31日） 

第40期 
（平成21年3月31日） 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,712
係争関係損失引当金 8,186
減損損失・減価償却超過額 2,379
未収収益不計上否認額 232
繰越欠損金 65,703
土地再評価に係る繰延税金資産 2,711
その他 1,004

繰延税金資産小計 96,930
評価性引当額 △96,930

繰延税金資産合計 －
   

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 
繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,289
係争関係損失引当金 8,836
減損損失・減価償却超過額 1,825
未収収益不計上否認額 1,380
繰越欠損金 53,774
土地再評価に係る繰延税金資産 2,309
その他 117

繰延税金資産小計 86,533
評価性引当額 △86,533

繰延税金資産合計 － 
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59ページ 
（訂正前） 
（１株当たり情報） 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
1株当たり純資産額 285.19円
1株当たり当期純損失 264.77円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 14.78円
1株当たり当期純損失 270.57円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 第39期 

（自 平成19年 4月 1日 
   至 平成20年3月31日）

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

   至 平成21年3月31日）

1株当たり当期純損失金額  
当期純損失（百万円） 29,095 29,732
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純損失（百万円） 29,095 29,732
期中平均株式数（千株） 109,890 109,889
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後 1 株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額408百万円）。 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額70百万円）。 

 
（訂正後） 
（１株当たり情報） 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
1株当たり純資産額 285.19円
1株当たり当期純損失 264.77円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 20.35円
1株当たり当期純損失 265.00円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額に
ついては、潜在株式は存在するものの1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 第39期 

（自 平成19年 4月 1日 
   至 平成20年3月31日）

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

   至 平成21年3月31日）

1株当たり当期純損失金額  
当期純損失（百万円） 29,095 29,121
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純損失（百万円） 29,095 29,121
期中平均株式数（千株） 109,890 109,889
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後 1 株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額408百万円）。 

2014 年満期ユーロ円建転換社
債（額面総額70百万円）。 
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60ページ 
（訂正前） 
（重要な後発事象） 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
当社は、平成20年5月19日開催の取締役会におい
て、平成20年6月26日開催の第39回定時株主総会
に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
の処分について付議することを決議いたしました。
 その概要は以下のとおりであります。 
１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じ
た損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質
の健全化を図るものであります。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 
(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成 20 年 3 月 31 日現在の資本金の額
59,609,480,326 円のうち 24,413,520,029 円、
及び資本準備金の額855,000,000 円全額をそれ
ぞれ減少します。なお、減少後の資本金の額は
35,195,960,297円、資本準備金の額は零円とな
ります。 

(2) 資本金の額の減少方法 
発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の

額のみを減少いたします。 
３．剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、そ
の他資本剰余金が増加いたしますが、その他資
本剰余金35,352,063,311円を欠損填補に充て、
繰越利益剰余金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
処分の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日        平成20年5月19日
(2) 定時株主総会決議日    平成20年6月26日
(3) 債権者異議申述公告日  平成20年6月27日
(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日
(5) 効力発生日            平成20年8月  1日

―――――――― 
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（訂正後） 
（重要な後発事象） 

第39期 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年 4月 1日 

       至 平成21年3月31日） 
当社は、平成20年5月19日開催の取締役会におい
て、平成20年6月26日開催の第39回定時株主総会
に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
の処分について付議することを決議いたしました。
 その概要は以下のとおりであります。 
１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じ
た損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質
の健全化を図るものであります。 

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 
(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成 20 年 3 月 31 日現在の資本金の額
59,609,480,326 円のうち 24,413,520,029 円、
及び資本準備金の額855,000,000 円全額をそれ
ぞれ減少します。なお、減少後の資本金の額は
35,195,960,297円、資本準備金の額は零円とな
ります。 

(2) 資本金の額の減少方法 
発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の

額のみを減少いたします。 
３．剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、そ
の他資本剰余金が増加いたしますが、その他資
本剰余金35,352,063,311円を欠損填補に充て、
繰越利益剰余金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
処分の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日        平成20年5月19日
(2) 定時株主総会決議日    平成20年6月26日
(3) 債権者異議申述公告日  平成20年6月27日
(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日
(5) 効力発生日            平成20年8月  1日

当社は、平成21年5月20日に固定資産の譲渡につ
いて売買契約を締結いたしております。 
 その概要は以下のとおりであります。 
１．譲渡の理由 
   当社は、出資法の上限金利の引下げ及び利息

返還請求に象徴される厳しい経営環境に対応す
べく、収益構造の変革、コスト構造の変革等に
取り組んでおります。その一環として経営資源
の効率化・財務体質の強化を図るため、固定資
産の譲渡を行うものであります。 

２．譲渡資産の種類、譲渡前の使途 
  所在地：京都市下京区七条御所ノ内中町60番地
       土地       2,623.90㎡ 
      建物（延床面積） 9,794.88㎡ 
  現 況：事務所（旧本店ビル） 
３．譲渡の時期 
  平成21年6月16日 物件引渡 
４．譲渡価格 
  1,301百万円 
 

 

以 上 


