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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 312,638 △46.5 1,853 ― △5,117 ― △16,586 ―
20年6月期 584,322 14.8 △6,683 ― △12,702 ― △27,416 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 △3,924.34 ― ― △3.3 0.6
20年6月期 △10,758.66 ― ― △4.5 △1.1

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期 110,354 △20,568 △19.9 △3,591.10
20年6月期 202,040 18,152 △2.7 △1,830.17

（参考） 自己資本   21年6月期  △21,950百万円 20年6月期  △5,476百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 △3,869 7,931 △10,516 11,023
20年6月期 △18,533 43,461 △72,699 9,689

2.  配当の状況 

P4(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当を参照下さい。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年6月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社は、平成21年６月23日公表の「事業再生ＡＤＲ手続の正式申請および受理ならびに事業再生計画(案)の概要に関するお知らせ」に記載の通り、「産
業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」（以下「事業再生ＡＤＲ手続」といいます）による事業再生をめざし、関係当事者と協議を進めなが
ら事業再生計画案を策定する予定であり、現時点では、合理的な業績予想を行うことができないことから、記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注）詳細は、「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基盤となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期 6,142,118株 20年6月期 3,022,118株
② 期末自己株式数 21年6月期  29,773株 20年6月期  29,773株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 5,607 △43.7 426 △87.4 △5,199 ― △23,258 ―
20年6月期 9,954 △5.9 3,378 △30.9 △2,736 ― △30,877 ―

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
円 銭 円 銭

21年6月期 △5,502.93 ―
20年6月期 △12,116.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期 111,569 △21,848 △19.6 △3,574.43
20年6月期 135,740 △460 △0.3 △153.95

（参考） 自己資本 21年6月期  △21,848百万円 20年6月期  △460百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）当社は持株会社であり、連結ベースでの経営管理を行っております。そのため、単独での業績予想については、発表しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社は、平成21年６月23日公表の「事業再生ＡＤＲ手続の正式申請および受理ならびに事業再生計画(案)の概要に関するお知らせ」に記載の通り、「産
業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」（以下「事業再生ＡＤＲ手続」といいます）による事業再生をめざし、関係当事者と協議を進めなが
ら事業再生計画案を策定する予定であり、現時点では、合理的な業績予想を行うことができないことから、記載しておりません。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

 当社グループは2008年６月期より債務超過となっており2009年６月期末の決算におきましても自己資本（株主資

本と評価・換算差額等の合計）は219億50百万円の債務超過となっております。 

 当社は、単独で抜本的な再生を図ることが困難な状況となったため、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証

紛争解決手続（事業再生ＡＤＲ手続といいます）」による事業再生をめざし2009年６月23日に同手続の正式申請を

行い、同日に受理されております。 

 株主の皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 

 当連結会計年度（2008年７月１日～2009年６月30日)におけるわが国経済は、昨年米国で発生したサブプライム

ローンの問題を発端にした金融危機、世界的な信用収縮や株式市場の低迷等により実体経済にまで影響がみられ、

さらに年明け以降においては輸出産業を中心に企業収益が悪化し、景気は大幅な後退局面に入りました。 

 雇用情勢におきましても、この外部環境の激変により有効求人倍率の低下、さらに雇用調整など厳しい環境が続

いております。 

 当社グループの顧客先企業である、自動車・半導体・電機産業等の製造各社の減産・設備投資圧縮・非正規雇用

の削減などによる影響が大きく、当社グループを取り巻く経済状況・雇用情勢は大きく変化し、これまでにない未

曽有の厳しい経営環境に立たされております。 

 このような環境下において、当社グループは2008年10月発表の「事業再建計画」および2009年３月発表の「事業

再構築および業務構造改革」に基づき、事業の選択と集中を進め、①技術系子会社の統合②非中核事業の売却③本

社を含む拠点の統廃合④大幅な人員削減⑤役員報酬等の削減を含む事業再構築などを実行いたしました。 

 当社グループは、企業存続と極力多くの従業員の雇用を守ることを目指し、併せて顧客先企業に対する安定的な

サービス提供と営業基盤の確保に努めるため、中核事業である技術者派遣事業に経営資源を集中・特化することに

より、中長期的に安定した経営基盤の再構築に取り組んでまいります。 

  

 当連結会計年度（2008年７月１日～2009年６月30日）においては、上述のような厳しい環境下、景気後退による

顧客先企業の設備投資抑制・生産縮小・要員削減による影響が大きく、売上高は3,126億38百万円となりました。 

 利益面では、業務構造改革における本社移転ならびに拠点の統廃合や人員削減等による販管費の削減等によって

営業利益は18億53百万円となりました。 

 支払利息50億74百万円、ならびに為替差損９億36百万円等により、経常損失は51億17百万円となりました。 

  また事業構造改善費用や減損損失、繰延税金資産の取崩等などで当期純損失は165億86百万円となりました。 

  

※当期純損失について 

 当期純損失は、165億86百万円となっており、当連結会計年度の特別損益および法人税等の内訳は以下のとおり

です。 

   <内訳>  

   

 なお、介護・医療支援事業とその他事業は事業譲渡や売却により重要性が低下したためセグメント別の記載はし

ておりません。  

１．経営成績

内容 金額(百万円) 

 経常損失 △5,117

 子会社清算益 1,119

 のれん減損 △13,550

 その他固定資産減損 △5,328

 投資損失引当金繰入額 △429

 事業構造改善費用 △5,823

 その他特別損益 △2,108

 税金等調整前当期純損失 △31,237

 法人税等及び少数株主損益 14,650

 当期純損失 △16,586



   

②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、景気の底打ち感はあるものの、引き続き先行き不透明感の強い経営環境下、景気

減速や企業の人員調整の影響により景気低迷局面から早期の脱却は難しい情勢となっております。人材派遣・請負

事業の市場環境につきましても、企業の直接雇用・正社員化の流れや、労働者派遣法の規制強化の動きなど足元は

厳しい状況が予想されます。 

 このような環境下、当社グループは2008年10月発表の「事業再建計画」および2009年３月発表の「事業再構築お

よび業務構造改革」に基づき、事業の選択と集中を推し進め、技術系子会社の統合、拠点の統廃合、大幅な人員削

減、事業売却を含む事業再構築などを競合他社に先駆けて実行いたしました。経営資源を当社の中核事業であり収

益基盤である技術系人材サービスに集中し、本社をはじめとする間接コストの見直しをさらに徹底し、全社的コス

ト削減を図ります。 

  今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立および財務体質の抜本的改善を図るため、事業再生ＡＤＲ手続に

よる事業再生をめざし、関係当事者の合意が得られることを前提として、2013年６月期までには実態債務超過を解

消する方針であります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における総資産は、1,103億54百万円と前連結会計年度末に比べて916億85百万円の減少となりまし

た。株主資本は△180億２百万円と前連結会計年度末に比べて153億10百万円の減少となりました。主な増減要因は以

下の通りです。 

  

① 流動資産 

 流動資産は441億90百万円と前連結会計年度末に比べ473億98百万円の減少となりました。これは主に、㈱グッ

ドウィルの廃業、業績悪化や一部子会社の事業譲渡に伴い、受取手形及び売掛金が274億24百万円と前連結会計年

度末に比べ295億89百万円の減少となったこと等によるものであります。 

② 固定資産 

 固定資産は661億64百万円と前連結会計年度末に比べ442億87百万円の減少となりました。これは主に、非中核

事業資産である固定資産の売却を進めた結果、土地が86億41百万円、建物及び構築物が56億19百万円減少したこ

と、事務所等の解約に伴い敷金及び保証金が42億57百万円減少したこと、およびのれんが減損等により182億35百

万円減少したこと等によるものであります。 

③ 流動負債 

 流動負債は669億32百万円と前連結会計年度末に比べ311億47百万円の減少となりました。これは主に、社債の

減少15億80百万円、短期借入金の増加63億９百万円（1年内返済長期借入金を含む。）、事業撤退損失引当金の取

崩し64億２百万円、賞与引当金の取崩し53億56百万円、未払費用・未払金の減少203億12百万円等によるものであ

ります。 

④ 固定負債 

 固定負債は639億90百万円と前連結会計年度末に比べ218億17百万円の減少となりました。これは主に、社債の

減少25億90百万円、長期借入金の減少191億92百万円（1年内返済長期借入金に振替えたものを含む。）等による

ものであります。 

⑤ 純資産 

 自己資本（株主資本と評価・換算差額等の合計）は、219億50百万円の債務超過となりました。これは主に、当

連結会計年度の純損失165億86百万円によるもの、2009年２月６日付にて行われました債務の株式化（DES）によ

り資本金および資本準備金がそれぞれ９億36百万円増加したこと等によるものであります。また、少数株主持分

が13億82百万円と前連結会計年度末に比べ222億46百万円減少しました。 

  

（3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当期2009年６月期につきましては、誠に遺憾ながら中間配当を見送らせていただいており、期末配当につきまして

も見送らせていただきます。また、2010年６月期につきましても配当を見送らせていただきます。 

    

（4）事業等のリスク 

  以下の内容は、当社グループの事業等のリスクを一括して記載したものであります。また、当社としては必ずしも

事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家

に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

 なお、以下の内容は予想される主なリスクを記載したものであり、これらに限定されるものではありません。ま



た、文中の将来に関する事項は、2009年６月期決算短信発表日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

 当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防または回避および発生した場合の対応に努

める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて慎重に検討

したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて

網羅するものではありませんので、この点にご留意ください。  

①顧客企業および従業員等のデータベース管理について 

  当社グループの業務効率は、各々の基幹業務システムに大きく依存していることから、当社グループは稼働して

いるサーバーの故障などに備えるため同一の機能を有するサーバーを複数台配備するとともにデータバックアップ

を定期的に保持する体制を整備しております。地震などの災害によりサーバーが同時に停止するなどを想定してバ

ックアップ機能を地方都市に置くなどの対応も行っております。 

 また、現在グループ会社において決算早期化、内部統制対応、バックオフィス業務効率化のため、基幹業務シス

テムの刷新を行っております。基幹業務システムの性格上、導入や稼働については計画的に慎重に進めておりま

す。 

②顧客情報および個人情報の取り扱いについて 

 当社グループでは、高度な技術を有する多数のエンジニアを正社員として常時雇用し、顧客先企業に多数派遣し

ており、それぞれの社員がお客様の機密情報を知りうる立場にあります。そのため当社グループでは、情報管理に

関しては、極めて重要であると認識し、全従業員へ教育・研修を行い、情報機密の意識を徹底しております。 

  また、当社グループでは、全従業員（管理社員および技術社員等）の個人情報を大量に保有しております。当社

グループでは、個人情報の適切な管理をすることは極めて重要であると認識し、全従業員への教育・研修を行うと

共に、個人情報保護方針を策定し、個人情報を適切に管理・保護・利用しております。 

 しかしながら、外部からの不正アクセスや社内管理の不手際などにより情報の外部流出が発生した場合、当社グ

ループへの損害賠償請求や社会的信用の失墜等によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③内部管理体制について 

  当社グループは、現時点における法令を遵守して業務を行っておりますが、法的規制の変化等に伴い法令に関す

る知識の充実に努め、より内部管理体制を強化していくことが必要となることも予想されます。 

④人材派遣事業に関する規制等について 

 当社グループは、労働者派遣法に基づき、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」

（昭和61年厚生労働省告示第37号）その他の関連法令の規定に従い、当社グループが労働者派遣事業であると判断

した業務について、適正に労働者派遣事業を行っております。 

 当社子会社である㈱シーテック、㈱テクノプロ・エンジニアリング等においては、労働者派遣法に基づく届出を

行い、正社員を顧客企業へ派遣する「特定労働者派遣事業」を行っております。 

 当社グループの各子会社が労働者派遣法に対して違法行為を行い、許認可が取り消された場合は、当社グループ

の業績に影響が出る可能性があります。また、労働者派遣法など関係法令の改正により法的規制が強化された場合

には、当社グループの主要な事業活動の見直しが迫られ、当社グループの業績に影響が出る可能性があります。 

⑤派遣社員の育成・確保・供給について 

  少子高齢化、企業の直接雇用の促進などにより、派遣業界の需給関係は逼迫しており、人材採用・育成は当社グ

ループにとって業績に直結する重要な課題となっております。全従業員の一人一人がスキルアップやキャリアアッ

プ、そしてグループ内転籍によるキャリアチェンジが出来るような研修体制の仕組みの整備に努めております。 

  しかしながら、採用競争の激化、当社の社会的信用の低下により、人材確保が困難となる可能性があります。ま

た、主要な顧客層の情勢変化によって労働力に対しての需要が激変し、稼働時間・日数の低下などが発生した場合

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥派遣社員に関する業務上の災害および取引上のトラブルについて 

  当社グループの派遣社員が、業務遂行に関連して、死亡・負傷または疾病した場合には、労働基準法および労働

者災害補償保険法その他の関係法令上、使用者である当社グループに災害補償義務が課せられます。 

  当社グループは派遣社員向けに、安全衛生教育の徹底を行っておりますが、不測の事態により、災害補償等が発

生する可能性があります。派遣社員に対する安全衛生教育を徹底するとともに、けがや病気を未然に防ぐ見地か

ら、安全装備品等の貸与、作業に関する注意事項の掲示および配布を実施することで、安全に対する派遣社員の意

識向上を促しておりますが、災害が万一発生した場合、労働契約上の安全配慮義務違反や不法行為責任等を理由

に、当社グループが損害賠償義務を負う可能性があります。 

  また、派遣社員による業務遂行に際して、派遣社員の過誤による事故や顧客企業との契約違反または派遣社員の

不法行為により訴訟の提起またはその他の請求を受ける可能性があります。 

  当社グループは、法務部を設置して法的危機管理に対処する体制を整えておりますが、訴訟の内容および金額に

よっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 



⑦請負事業者の責任について 

  当社グループが行う事業の一部は業務請負業であり、請負事業者として当社グループは、仕事の完成に関して顧

客企業に対して責任を負うとともに、請負作業遂行にあたって発生する労働災害、器物破損などの損害についても

責任を負っております。当社グループでは、「労働派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」

（昭和61年厚生労働省告示第37号）その他の関係法令の規定に則り、請負により行われる事業であると判断した業

務においてのみ、受注をしております。 

  受注した業務において、万一欠員が生じ、仕事の完成に支障をきたすと判断した場合には待機している社員によ

り補完し、責任をもってその受注した業務を完了します。 

  なお請負業務の受注にあたっては、当社グループの各事業会社が独自で作成する請負基準書にて請負業務の範囲

および内容についてチェックすることにより適法性を担保し、役務の提供開始後もその業務が完了するまで適正状

態を維持できるよう、顧客企業と各事業会社間の相互確認はもちろんのこと当社コンプライアンス推進本部および

内部監査室とも連携して適正状況の確認を行っております。 

⑧社会的信用の確立について 

  当社グループでは、社会から信頼される企業グループであり続けるために、グループ全体のコンプライアンス体

制を統一的・継続的に運用していくための組織を拡充しています。日本国内における人材ビジネスについては、持

株会社のコンプライアンス推進本部が、グループ全体の法令遵守経営を推進し、当社グループの事業会社の行政対

応や法改定への対応、適正派遣/請負/受託契約の徹底管理を行っております。 

 代表取締役直轄の内部監査室については独立性と客観性の観点から、会計および業務の適正を確かめ、不正誤謬

の防止を図るとともに、諸業務の有効性と能率性の向上、資産の保護、法律、規則および契約の遵守の監査を行

い、経営の支援を行っております。 

 また当社グループの各事業会社のコンプライアンス推進部門についても、持株会社のコンプライアンス推進本部

との連携を強化することで、全社的・統一的・体系的なコンプライアンス体制を運営しております。そして、法令

遵守の意識を高めるために、全従業員に向けた研修制度を導入し、教育研修部門が主管となり、コンプライアンス

を 優先する組織・風土づくりを推進しております。 

 当社グループは全役職員が一丸となって、法令を順守し、高い倫理観のもとに企業の社会的責任を果たすべく邁

進してまいります。 

 しかしながら、法令遵守に反する行為や社会的倫理に反した行為等により、企業の社会的な信用などを失墜させ

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（5）継続企業の前提に関する重要な事象等について 

 「継続企業の前提に関する注記」において記載されておりますとおり、当社グループには継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じております。これは、３期連続の当期純損失を計上し、債務超過となったこと等によるものであり

ます。「継続企業の前提に関する注記」に記載しておりますとおり、当該状況の解消を図るべく当社グループとして

対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画どおり進捗しない場合には、予想していた収益が確保できない可能

性があります。 



 当社グループは、ラディアホールディングス株式会社（当社）および連結子会社58社（期末現在）で構成されており

ます。主要な事業内容は、技術者派遣、製造アウトソーシング等の「人材派遣・請負事業」であります。  

 事業内容および当社関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。  

 なお、当連結会計年度においてPromontoria Investments Ⅰ B.V.が当社の親会社となっております。 

  

(注)１. 議決権の所有割合欄の［ ］内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数となっております。 

２. 議決権の所有割合欄の（ ）内は、所有割合のうち間接保有によるものを記載しております。 

２．企業集団の状況

  （2009年６月30日現在） 

区分 会社名 住所 
資本金 

(百万円)
主要な事業の内容 

議決権の所有

(被所有)割合 

(％)  

関係内容 

 親会社 

    ユーロ   (被所有)  

Promontoria Investments Ⅰ B.V. 
  

蘭国(オランダ)バ
ールン市内 18,000 投資金融業 

 25.07

[33.86]
－ 

－ ラディアホールディングス㈱（当社）(注)4 東京都港区 35,453 純粋持株会社  － － 

連結子会社 

㈱シーテック(注)3   東京都港区 100 人材派遣・請負  
 100

(100)
役員の兼任１名

㈱テクノプロ・エンジニアリング   東京都港区 100 人材派遣・請負 
 100

(28.5)
－ 

㈱ＣＳＩ  東京都港区 100 人材派遣・請負  
 100

(100)
 － 

㈱バンテクノ  東京都港区 10 人材派遣・請負  100  － 

㈱ハイテック  東京都港区 100 人材派遣・請負  
 100

(100)
 － 

㈱プレミア・スタッフ 東京都港区 100 人材派遣・請負  
 100

(100)
 － 

ラディアホールディングス・プレミア

㈱ (注)4  
東京都港区 38 人材派遣・請負 

 67.0

(9.6)
役員の兼任３名

㈱プレミアライン(注)3 東京都港区 100 人材派遣・請負 
 100

(100)
－ 

Radia Holdings America, Inc. (注)4 
米国マサチューセ

ッツ州 

 米ドル

 3
人材派遣・請負 

 100

(100)
－ 

Technical Aid Corporation  
米国マサチューセ

ッツ州 

 米ドル

0
人材派遣・請負 

 100

(100)
－ 

The Holland Group of Tennessee, Inc. 米国テネシー州 
 米ドル

2,106
人材派遣・請負  

 100

(100)
－ 

Advantage Human Resourcing, Inc.  
米国コネチカット

州 

 米ドル

1
人材派遣・請負  

 100

(100)
－ 

WillStaff, Inc.  米国ルイジアナ州
米ドル

4
人材派遣・請負  

 100

(100)
－ 

Talent Tree, Inc.  米国テキサス州 
 米ドル

4
人材派遣・請負 

 100

(100)
－ 

Radia Holdings Europe B.V.  (注)4 
蘭国(オランダ)ア

ムステルダム市内

ユーロ

19,000
人材派遣・請負 

 100

(100)
役員の兼任１名

Technical Aid Corporation UK Limited  
英国ハンプシャー

州 

ポンド

11,172,885
人材派遣・請負 

 100

(100)
－ 

Advantage Professional UK Limited  (注)4 英国ロンドン市内
ポンド

123,304
人材派遣・請負 

 100

(100)
－ 

  他41社（国内９社、海外32社）  



３. ㈱シーテックおよび㈱プレミアラインは当社の特定子会社であります。なお、前連結会計年度まで㈱グッドウ

ィル、㈱テクノプロ・エンジニアリング、ラディアホールディングス・プレミア㈱は当社の特定子会社でありま

したが、当連結会計年度では特定子会社ではなくなっております。 

４. ラディアホールディングス㈱（当社）と当社子会社ラディアホールディングス・プレミア㈱とその事業会社各

社は2008年10月１日付けで商号変更をしております。変更前の商号は下記の通りであります。 

５. 連結子会社でありました㈱ティエスティおよび㈱CIT は2009年１月１日付で連結子会社である㈱シーテックと

合併し消滅したため、連結範囲から除外しております。  

  

（事業系統図） 

旧商号 新商号 

グッドウィル・グループ㈱ ラディアホールディングス㈱ 

㈱グッドウィル・プレミア ラディアホールディングス・プレミア㈱ 

GW Premier America，Ｉnc Radia Holdings America，Inc. 

GW Premier Europe B.V. Radia Holdings Europe B.V. 

GW Professional UK Limited Advantage Professional UK Ltd.  



(1）会社の経営の基本方針 

 事業規模と事業再構築の進捗に対応したマネジメント、管理体制、コンプライアンス体制をあわせて整備すること

でバランスのとれた適正な経営を行い、安定的な成長を図る事を目標としております。当社グループは社会の一員と

して、就労の機会の創出、雇用の受け皿としての機能等、社会的貢献性の高い事業を行っているとの自覚を強く持ち

ながら、適正な人材派遣事業運営を行って参ります。 

  当社グループは恒久的なコンプライアンス体制を確立し、本社組織の抜本的見直しと販売管理費の大幅削減をいた

します。 

  また、従業員満足度の 大化とスキルの向上を支援し、中核事業の技術者派遣事業におけるイノベーションと適正

利益の確保にも取り組んでまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 人材派遣ビジネスは中長期にわたる成長市場であると認識しておりますが、その前提としてお取引先企業、当社グ

ループ全役職員も含め、全ての関係者の皆様との間の信頼関係を継続的に構築することこそが、 も重要な経営課題

であると再認識をするところであります。労働者派遣事業者としての責務を果たすべく、信頼回復に努めてまいりま

す。今後は、財務基盤や経営管理体制、コンプライアンス体制の強化などのバランスをとりながら、事業の拡大と経

営の効率化を進め、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは2008年10月発表の「事業再建計画」および2009年３月発表の「事業再構築および業務構造改革」に

基づき、事業の選択と集中を推し進め、技術系子会社の統合、拠点の統廃合、大幅な人員削減、事業売却を含む事業

再構築などを競合他社に先駆けて実行いたしました。 

 当社は、当連結会計年度末において大幅な債務超過となったことを受けて、当社単独で抜本的な再生を図ることが

困難であると判断し、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立および財務体質の抜本的改善を図るため、事業

再生ＡＤＲ手続による事業再生を目指すことといたしました。これにより関係当事者の合意が得られることを前提と

して、2013年６月期までには債務超過を解消する方針であります。今後は、事業再生ＡＤＲ手続の中で、取引金融機

関等と協議を進めながら、事業再生計画（案）を策定いたします。 

 事業再生計画（案）の概要は以下のとおりです。 

＜事業再生計画（案）の概要＞ 

     I. 当社グループの財務状況および自助努力 

   （i）財務状況 

2009年６月期の当社財務状況は、今後の事業再生をめざすにあたり、抜本的な事業内容の見直し及び事業再生

ＡＤＲの申請による資産査定の結果、連結財務諸表上、のれんの減損損失135億50百万円およびその他固定資産

の減損損失53億28百万円、その他特別損失94億２百万円の計上により総額282億81百万円の特別損失が発生いた

しました。 

これに加え、繰延税金資産の取崩等により法人税等調整額を92億89百万円計上した影響で、当期純損失が165

億86百万円となることから、2009年６月期末における自己資本（株主資本と評価・換算差額等の合計）は219億

50百万円の債務超過となりました。 

   （ii）自助努力によるコスト削減（2010年６月期～2013年６月期） 

継続的な自助努力として、「事業再構築および業務構造改革（2009年３月）」にて策定済みの諸施策（役員

報酬の減額、給与手当の減額、販管人員の削減）を着実に遂行することで、一層のコスト削減に努めてまいり

ます。 

   （iii)関係会社の売却・整理・資産売却（2010年６月期） 

非中核事業や遊休不動産等については早期に売却し、借入金の削減および資金繰りの改善等に努めます。 

具体的には、非中核事業を早期に外部へ売却するとともに、現在休眠会社となっている㈱コムスンや㈱グッド

ウィルなども解散することにより、当社グループは技術者派遣事業分野に注力し特化することとし、当社および

当社グループの資金繰りと事業効率の改善の実現を図ります。 

また、当社の保有する有料老人ホームであるバーリントンハウス（馬事公苑および吉祥寺）などの資産を売却

し、担保付借入金の削減およびその金利負担の軽減に努めてまいります。 

     II. 事業再生ＡＤＲ手続による組織再編および金融支援等 

   （i）組織再編による当社グループの再構築（2010年６月期） 

当社の 大債権者であるプロモントリア社（注）において、当社の子会社株式に係る担保権の実行を行って頂

きます。 

これにより、当社は、経理・人事などのシェアードサービス機能を㈱テクノプロ・エンジニアリングおよびプ

３．経営方針



ロモントリア社の子会社となる各事業会社に提供する事業に特化することにより、安定的な経営指導料を徴収

し、当社の販管費コスト等を賄います。 

    （注） 米国大手投資ファンドのサーベラスグループと米国大手金融機関のモルガン・スタンレーの関連会社の組

成するコンソーシアム（Promontoria Investments I B. V.、Promontoria Investments II B.V.および

Promontoria Investments III B.V.の三社を総称して「プロモントリア社」といいます。） 

   （ii）取引金融機関等による金融支援等（2010年６月期） 

事業再生ＡＤＲ手続の中で、『原則３年以内（2013年６月末日まで）の債務超過解消』という要件を満たすと

ともに、当社の信用力を補完すべく、Ⅰに記載した自助努力等に加え、当社の取引金融機関等に対して、次のよ

うな金融支援をお願いしていくものであります。 

    a) 当社子会社に対する債権放棄の要請（当社に対する貸付債権および求償権） 

    b) 大債権者であるプロモントリア社に対する担保権実行およびバーリントンハウスの売却等による借入金の

大幅削減の要請 

    c) プロモントリア社を含む取引金融機関に対する一部債権放棄を柱とする金融支援ならびに残債務の元利金の

返済条件緩和要請 

    d) 筆頭株主であるプロモントリア社に対するＤＥＳ（債務の株式化）による資本増強の協力要請 

     III. 経営者責任、株主責任について 

   （i）経営者責任 

      現取締役は、全員、2007年以降に、コンプライアンス体制確立または経営体制強化のために、外部からの招聘

または買収先企業からの昇進により取締役に就任しておりますが、事業再生ＡＤＲ申請に至ったことを踏まえ、

現取締役全員が代表取締役会長Charles J.Abadie（2008年９月就任）に対して、辞表を預けております。 

今後の経営体制については、株主ならびに、取引金融機関等およびＡＤＲ手続実施者のご意向も踏まえた上

で、然るべき時期にご報告させていただきます。 

   （ii）株主責任 

2009年６月期に係る当社の定時株主総会（2009年９月下旬開催予定）において、株主のご理解を得て、全部取

得条項付種類株式を用いて、発行済株式の全部を無償で取得し、これを消却すること（いわゆる100％無償減

資）を付議する予定です。 

すなわち①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する全ての普通株式に全

部取得条項を付すこと、および③当社の当該株式の全部を無償で取得し、これを消却することを付議する予定で

す。 

なお、本件は、関係当事者の合意が得られることを前提としております。  

    IV. 事業再生計画（案）における経営数値計画・資金計画・残債務弁済計画等 

事業再生計画（案）における経営数値計画・資金計画・残債務弁済計画等につきましては、今後の事業再生Ａ

ＤＲ手続の中で取引金融機関等と協議する予定であります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 現在、格差や非正規雇用の問題が社会問題化し、労働者派遣法への規制強化の動き、企業の正社員化の流れなど、

人材派遣業界をめぐる環境は大きく変化しております。 

 このような環境下、当社グループは、コンプライアンス重視を経営の基本として、遵法精神の徹底をもって適正な

人材派遣事業運営を確保しつつ、事業再生ＡＤＲ手続における当社事業再生計画（案）が承認されることを前提とし

て2013年６月期までに実態債務超過を解消し、昨今の人材ビジネス市場を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、ニー

ズを汲みながら的確な運営をしてまいります。 

 また、従業員満足度向上の 大化とスキルの向上支援を基本方針として掲げ、全従業員を対象に、技術力と対応力

の開発・向上に向けたカリキュラムを提供し、さらに専門知識を持ち即戦力となる技術社員の育成を目的として、機

械設計、電機・電子設計、IT関連技術の専門カリキュラムのスキル向上を支える仕組みとして「Radia University」

を開校いたしました。加えて、技術社員のキャリアアップをサポートする専門スタッフ（キャリアデザインアドバイ

ザー）を新設し、研修制度を通じて、技術社員の知識・スキルを常に顧客企業が必要とするレベルに保つと同時に、

能力開発、キャリア開発、メンタルケアの観点から技術社員をきめ細かくサポートする体制を整えております。 

 従業員と家族が誇りをもてる会社、継続的かつ長期的にキャリアプランをサポートし自己実現を達成できる会社を

目指して参ります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

＜上場廃止基準抵触について＞ 

当社グループは２期連続の債務超過となっており、有価証券報告書提出（提出予定日2009年９月下旬）をもって

整理銘柄指定となり、その１ヶ月後に上場廃止となる見込みです。 



また、当社は2009年６月23日付開示「事業再生ＡＤＲ手続の正式申請および受理ならびに事業再生計画（案）の

概要に関するお知らせ」の中で、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する全

ての普通株式に全部取得条項を付すこと、および③当社の当該株式の全部を無償で取得し、これを消却することを

2009年９月下旬開催予定の2009年６月期に係る定時株主総会に付議する予定である旨公表しております。当社の株主

総会において、全部取得条項付種類株式を利用した発行済株式の無償取得（いわゆる100％無償減資）に関する議案

が承認可決された場合には、当社普通株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、これをもって

整理銘柄指定となり、その１ヶ月後に上場廃止となる見込みです。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(2009年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,137 12,038

受取手形及び売掛金 57,014 27,424

たな卸資産 753 －

仕掛品 － 403

繰延税金資産 4,920 －

前払費用 4,638 1,765

短期貸付金 － 5,242

その他 14,328 3,462

貸倒引当金 △1,204 △6,146

流動資産合計 91,589 44,190

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,298 13,493

減価償却累計額 △4,417 △3,230

建物及び構築物（純額） 15,881 10,262

工具、器具及び備品 5,546 4,639

減価償却累計額 △3,643 △3,452

工具、器具及び備品（純額） 1,903 1,187

土地 14,836 6,195

その他 1,439 762

減価償却累計額 △850 △502

その他（純額） 589 260

有形固定資産合計 33,210 17,906

無形固定資産   

のれん 52,731 34,496

ソフトウエア 2,455 1,393

商標権 － 7,971

その他 9,261 48

無形固定資産合計 64,448 43,909

投資その他の資産   

投資有価証券 1,511 491

長期貸付金 2,318 1,314

繰延税金資産 3,514 －

破産更生債権等 640 698

敷金及び保証金 6,951 2,694

その他 2,274 1,173

貸倒引当金 △2,770 △1,595

投資損失引当金 △1,648 △429



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(2009年６月30日) 

投資その他の資産合計 12,792 4,348

固定資産合計 110,451 66,164

資産合計 202,040 110,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,252 2,048

短期借入金 33,830 40,139

1年内償還予定の社債 2,330 750

未払費用 30,977 14,466

未払法人税等 1,699 203

未払消費税等 2,627 677

未払金 7,368 3,568

賞与引当金 6,775 1,418

受注損失引当金 59 150

データ装備費損失引当金 806 542

介護報酬返還引当金 105 14

事業撤退損失引当金 6,669 266

事業構造改善引当金 － 1,727

その他 1,578 958

流動負債合計 98,080 66,932

固定負債   

社債 2,890 300

長期借入金 74,649 55,457

退職給付引当金 4,490 3,378

その他 3,777 4,854

固定負債合計 85,808 63,990

負債合計 183,888 130,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,517 35,453

資本剰余金 43,878 44,813

利益剰余金 △78,582 △95,764

自己株式 △2,506 △2,505

株主資本合計 △2,691 △18,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △212 △0

為替換算調整勘定 △2,572 △3,947

評価・換算差額等合計 △2,784 △3,947

少数株主持分 23,628 1,382

純資産合計 18,152 △20,568



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(2009年６月30日) 

負債純資産合計 202,040 110,354



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

売上高 584,322 312,638

売上原価 465,261 252,237

売上総利益 119,060 60,400

販売費及び一般管理費   

給与及び手当 57,291 26,299

退職給付引当金繰入額 149 31

賃借料 15,873 6,270

通信費 3,857 1,816

のれん償却額 3,384 2,886

減価償却費 3,522 1,822

貸倒引当金繰入額 463 177

広告宣伝費 3,375 －

その他 37,827 19,244

販売費及び一般管理費合計 125,744 58,547

営業利益又は営業損失（△） △6,683 1,853

営業外収益   

受取利息 330 74

受取配当金 26 0

受取手数料 77 0

受取賃貸料 733 155

還付加算金 199 48

デリバティブ評価益 0 －

その他 1,648 399

営業外収益合計 3,015 679

営業外費用   

支払利息 5,999 5,074

支払手数料 1,189 162

為替差損 － 936

賃貸費用 652 712

その他 1,193 765

営業外費用合計 9,034 7,650

経常損失（△） △12,702 △5,117

特別利益   

固定資産売却益 3,357 327

投資有価証券売却益 1,285 3

投資損失引当金戻入額 － 616

介護事業売却益 18,033 －

子会社清算益 1,890 1,119

その他 397 93

特別利益合計 24,964 2,160



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 67 689

固定資産除却損 255 22

減損損失 16,882 18,878

貸倒引当金繰入額 798 555

投資有価証券評価損 315 707

投資有価証券売却損 224 219

投資損失引当金繰入額 1,648 429

事業撤退損 10,978 －

介護報酬返還損失 1,186 －

事業構造改善費用 － 5,823

その他 3,035 954

特別損失合計 35,392 28,281

税金等調整前当期純損失（△） △23,130 △31,237

法人税、住民税及び事業税 2,049 990

法人税等還付税額 △3,141 △1,322

法人税等調整額 6,157 9,289

法人税等合計 5,066 8,956

少数株主利益又は少数株主損失（△） △780 △23,607

当期純損失（△） △27,416 △16,586



（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 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 26,618 34,517

当期変動額   

新株の発行 7,898 936

当期変動額合計 7,898 936

当期末残高 34,517 35,453

資本剰余金   

前期末残高 35,980 43,878

当期変動額   

新株の発行 7,898 936

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 7,898 934

当期末残高 43,878 44,813

利益剰余金   

前期末残高 △50,576 △78,582

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △42

当期変動額   

当期純損失（△） △27,416 △16,586

連結子会社の決算期変更に伴う増減 － 113

連結子会社減少による剰余金減少額 △588 △1,275

合併による増加 － 608

当期変動額合計 △28,005 △17,140

当期末残高 △78,582 △95,764

自己株式   

前期末残高 △2,506 △2,506

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 △0 1

当期末残高 △2,506 △2,505

株主資本合計   

前期末残高 9,516 △2,691

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △42

当期変動額   

新株の発行 15,797 1,872

当期純損失（△） △27,416 △16,586

連結子会社の決算期変更に伴う増減 － 113

自己株式の取得 △0 △0

連結子会社減少による剰余金減少額 △588 △1,275



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

合併による増加 － 608

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △12,207 △15,268

当期末残高 △2,691 △18,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △73 △212

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △139 212

当期変動額合計 △139 212

当期末残高 △212 △0

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △47 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 －

当期変動額合計 47 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 165 △2,572

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,737 △1,374

当期変動額合計 △2,737 △1,374

当期末残高 △2,572 △3,947

評価・換算差額等合計   

前期末残高 44 △2,784

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,829 △1,162

当期変動額合計 △2,829 △1,162

当期末残高 △2,784 △3,947

少数株主持分   

前期末残高 26,396 23,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,768 △22,246

当期変動額合計 △2,768 △22,246

当期末残高 23,628 1,382



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 35,957 18,152

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △42

当期変動額   

新株の発行 15,797 1,872

当期純損失（△） △27,416 △16,586

連結子会社の決算期変更に伴う増減 － 113

自己株式の取得 △0 △0

連結子会社減少による剰余金減少額 △588 △1,275

合併による増加 － 608

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,597 △23,409

当期変動額合計 △17,805 △38,677

当期末残高 18,152 △20,568



（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 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30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（△） △23,130 △31,237

減価償却費 5,875 3,537

減損損失 16,882 18,878

子会社清算損益（△は益） － △1,119

介護事業売却益 △18,033 －

固定資産売却益 △3,357 －

固定資産除売却損 322 －

固定資産売却損益（△は益） － 362

固定資産除却損 － 22

のれん償却額 3,384 2,886

長期前払費用償却額 84 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 529 △701

投資損失引当金の増減額（△は減少） 458 △1,219

賞与引当金の増減額（△は減少） △874 △8,521

データ装備費損失引当金の増減額 △2,449 △31

介護報酬返還引当金の増減額 △1,731 △91

事業撤退損失引当金の増減額 5,423 △6,402

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 1,494

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104 △518

受取利息及び受取配当金 △356 △75

支払利息 5,999 5,074

投資有価証券売却損益（△は益） △1,285 215

投資有価証券評価損益（△は益） 315 707

受取手形及び売掛金の増減額 23,534 23,309

営業未収入金の増減額 11,480 21

たな卸資産の増減額（△は増加） 709 212

未収消費税等の増減額（△は増加） 186 △349

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,405 △2,727

賃借保証金の増減額 2,301 846

長期前払費用の増減額（△は増加） 35 △12

支払手形及び買掛金の増減額 1,225 △511

未払費用の増減額（△は減少） △16,235 △13,507

預り保証金の増減額（△は減少） △1,293 △222

その他 △15,367 8,096

小計 △8,665 △1,573

利息及び配当金の受取額 409 86

利息の支払額 △6,191 △5,053

法人税等の支払額 △10,423 △1,911

法人税等の還付額 6,338 4,582



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,533 △3,869

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 251 1,635

投資有価証券の売却による収入 776 415

投資有価証券の取得による支出 △109 △1

連結子会社株式の追加取得による支出 △14 △21

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による純
支出

△3,455 △74

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純
収入

386 －

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による純
支出

△2,169 －

非連結子会社株式の取得による支出 △317 △30

有形固定資産の取得による支出 △4,434 △656

有形固定資産の売却による収入 19,802 6,338

無形固定資産の取得による支出 △1,912 △299

貸付けによる支出 △656 △752

貸付金の回収による収入 6,649 2,354

事業譲渡による収入 25,679 230

事業譲受による支出 △1,156 △246

その他 4,143 △960

投資活動によるキャッシュ・フロー 43,461 7,931

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △37,308 △1,219

長期借入れによる収入 496 －

長期借入金の返済による支出 △45,749 △6,076

社債の償還による支出 △5,161 △3,100

株式の発行による収入 15,702 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △160 △110

割賦債務の返済による支出 △498 －

その他 △20 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,699 △10,516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,851 △6,512

現金及び現金同等物の期首残高 57,901 9,689

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 8

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 9

連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額 △360 △1,186

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加高

－ 9,015

現金及び現金同等物の期末残高 9,689 11,023



継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 

  至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 

  至 2009年６月30日） 

 当社グループは、前連結会計年度の㈱コムスンの事

業撤退および当連結会計年度の㈱グッドウィルの廃業

により、2007年6月期には40,708百万円の当期純損

失、また2008年6月期には6,683百万円の営業損失、

27,416百万円の当期純損失と多額の損失を計上いたし

ました。この結果、当社グループの2008年6月期株主

資本は2,691百万円の債務超過になっております。 

当社グループは、㈱コムスンの事業撤退および㈱グッ

ドウィルの廃業により、2007年6月期に40,708百万円の

当期純損失、2008年6月期に6,683百万円の営業損失、

27,416百万円の当期純損失と２期連続して多額の損失を

計上し、当社グループの2008年6月期株主資本は2,691百

万円の債務超過になっておりました。 

また、2008年12月25日を予定していました

Promontoria Investments I B.V.（プロモントリア社）

に対する債務の株式化による第三者割当増資(A種優先株

式)15,500百万円、その代替施策として2009年6月に予定

していました第三者割当増資(B種優先株式)13,600百万

円について、合意解除いたしました。 

加えて、当連結会計年度においては、5,117百万円の

経常損失、16,586百万円の当期純損失となり、当連結会

計年度末の株主資本は18,002百万円の債務超過となりま

した。これらの結果、当連結会計年度末において当社グ

ループに対する 大の融資先であるプロモントリア社を

含む一部の取引金融機関の財務制限条項に抵触するとと

もに、借入を行っている取引金融機関に対して、借入金

の返済を延期しております。 

上記の状況により、当社グループには継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。 

当社は、これらの結果を受け、単独で抜本的な再生を

図ることが困難な状況となったため、「産業活力再生特

別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(以下「事業再

生ＡＤＲ手続」)による事業再生をめざし2009年6月23日

に同手続の正式申請を行い、同日に受理されておりま

す。 

また、2009年7月10日には事業再生計画案の概要の説

明のための債権者会議が開催され、事業再生ＡＤＲ手続

の対象債権者全員の同意によって、事業再生計画案の決

議のための債権者会議の終了時まで一時停止（債権の回

収、担保権の設定等をしないことをいう）の期間を延長

することが承認されております。 

   

  

（事業再生ＡＤＲの主な要請事項） 

  ① 担保権の行使等による関係会社の整理 

 当社の 大債権者であるプロモントリア社により

当社の子会社株式に係る担保権の実行を行って頂き

ます。これにより当社は、経理・人事などのシェア

ードサービス機能を当社の子会社として残る㈱テク

ノプロ・エンジニアリングおよびプロモントリア社

の子会社となる各事業会社に提供する事業に特化す

ることにより、安定的な経営指導料を徴収し、当社

の販管費コスト等を賄います。  

② お取引金融機関等による金融支援 

  当社子会社の一部およびプロモントリア社を含む金

融機関等の債権者に対して、債権放棄や債務の株式化

を柱とする金融支援ならびに残債務の元利金の返済条

 これらの結果を受け、当連結会計年度末において、

当 社 グ ル ー プ に 対 す る 大 の 融 資 先 で あ る

Promontoria Investments I B.V.（プロモントリア

社）を含む一部の取引金融機関との間の借入契約上の

財務制限条項に抵触している債務が75,754百万円存在

しており、その期限の利益を喪失しました。また、

2008年12月25日に予定しているプロモントリア社に対

する債務の株式化による第三者割当増資(A種優先株

式)15,500百万円の株式引受契約の前提条件において

も、同様の財務制限条項が付されており、当連結会計

年 度 末 に お い て こ れ に 抵 触 し て お り ま す 。 

 加えて、本年7月28日には、当社が借入を行っている

取引金融機関24行/社に対して、借入金元本の1年間の

返済猶予を要請しております関係から、結果的には同

月末日以降に期限が到来した借入金元本について、返

済猶予の交渉がまとまるまでの期間一時的に延滞が発

生しております。 

 上記の状況により、当社グループには継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消するため、既に公表

しております新経営体制による経営方針、

「“Revival Plan 2012”」に基づき、下記内容を骨子

とした中期経営計画の実現に取り組み、プロモントリ

ア社と協力して企業価値向上のために事業改革を推進

してまいります。なお、プロモントリア社は2008年4月

25日に500,000株（16.73%）の普通株式を引き受けてお

り、加えて本年7月には同社から新規融資を受けており

ます。 

(中期経営計画の内容) 

① 事業の「選択と集中」 

  当社グループのコア事業である技術者派遣事業・製

造派遣事業に経営資源を集中し、適正利益の確保を目

的とした構造変換を実施します。一方で、今後の規制

強化により市場の大幅な縮小が予想される日雇派遣事

業からは完全撤退済みであり、また、競争の激しいレ

ストラン事業からも撤退することにより、利益率の改

善を図ります。さらに、不稼動資産はすべて売却し、

資産の圧縮と有利子負債の削減を図ります。 

② 海外事業の拡大 

 中長期的に拡大を続ける世界における人材派遣マー

ケットにおいて、引き続き安定した売上拡大を目指

し、既存事業の成長及び海外での展開国数の増大によ



  

  

り売上規模を増加させていきます。同時に、海外事業

の本社機能の集約化によるさらなるコスト削減を行

い、収益を確保いたします。 

件緩和を要請しております。 そして、全対象債権者

の合意が得られることを前提とした当該金融支援によ

る資本増強により、2013年6月期までに実態債務超過

を解消することを目指しております。  

③ コスト削減 

継続的な自助努力として、「事業再構築および業務

構造改革」にて策定済みの処施策を着実に実行する

ことで、一層のコスト削減努力に努めてまいりま

す。 

  

 但し、これらの対応策は、事業再生ＡＤＲの手続きの

中で、現時点において 終的な合意が得られていないた

め、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。  

  

  以上の理由から、当連結会計年度の連結財務諸表は継

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。 

  

③ 本社組織の抜本的見直しと販売管理費の大幅削減 

 上記選択と集中により売上規模が縮小することを受

け、持株会社の販売管理費を大幅に削減いたします。 

④ 新社名によるブランド・イメージの再構築 

 一連の不祥事により毀損した信用を回復し、新たな

ブランド・イメージを構築するため、2008年10月より

「ラディアホールディングス株式会社」という新社名

の下、グループ一体となって経営再建を推進してまい

ります。 

 一方、当社の2008年7月末現在の借入金について、現

在、借入金元本の１年間の返済猶予を要請した借入残

高の94％以上を占める金融機関（プロモントリア社を

含む）から既に同意をいただいており、その期限の利

益を回復しております。なお、当社は、プロモントリ

ア社との同意にあたり、コスト削減を含む当社グルー

プのさらなる損益の改善計画を実行することとなって

おります。 

 当社は、2008年12月25日にはプロモントリア社に対

する債務の株式化による第三者割当増資(A種優先株式)

15,500百万円を予定しており、前述のとおり当該株式

引受契約の前提条件に抵触しているものの、この増資

により債務超過の解消と有利子負債の削減が同時に図

れると考えております。 

 当社は米国にて人材派遣会社の再建実績を持つ、チ

ャールズ J. アバディ氏を当社代表取締役に迎え、収

益性とキャッシュフローの改善に努めるほか、当社グ

ループの保有する不動産の売却を進めることで資金を

調達する見通しであります。これらの結果、当社の経

営及び資金繰りは安定的に推移するものと見込んでお

ります。 

 以上の理由から、当連結会計年度の連結財務諸表は

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。 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

１ 連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数     80社 

 主要な連結子会社は、㈱グッドウィル・

プレミア、㈱プレミアライン、㈱シーテッ

ク、㈱テクノプロ・エンジニアリング等で

あります。 

連結子会社の数     58社 

 主要な連結子会社は、ラディアホールデ

ィングス・プレミア㈱、㈱シーテック、㈱

テクノプロ・エンジニアリング等でありま

す。 

   ㈱クリスタル整備サービス、㈱クリスタ

ル観光バス（本社東京）、㈱クリスタル観

光バス（本社大阪)他2社は、2007年４月６

日に、保有株式の全てを売却したため、連

結の範囲から除外しております。  

 The Holland Group of Tennessee, Inc.

は、2007年６月８日に、連結子会社であ

る GW Premier America, Inc.が株式を取

得したことに伴い、当連結会計年度より連

結子会社としております。 

 ㈱コティは2007年９月６日に、日本シル

バーサービス㈱および㈱コムスン関東は

2007年９月７日に、保有株式のすべてを売

却したため、連結の範囲から除外しており

ます。 

 ㈱クリスタル介護センターおよび㈱クリ

スタル介護施設センターは、2007年10月19

日に、保有株式のすべてを売却しため、連

結の範囲から除外しております。  

 ㈱ソアは、2008年３月13日に、保有株式

のすべてを売却したため、連結の範囲から

除外しております。 

 また、㈱マッサージ師事務代行センタ

ー、㈱グッドウィル・フォーサイト、アド

ホック㈱、㈱メディプランニング、㈱フレ

ッシュボックス、㈱コラボスマイル、㈱沖

縄クリスタル、㈱クリスタルアイテック、

㈱ジョブチェンジ、Food Scope L.A LLC

は、重要性が低下したため連結の範囲から

除外しております。 

 前連結会計年度において連結子会社であ

りました㈱c styleは、2007年11月１日付

で、連結子会社である㈱ハイライン（現㈱

プレミアライン）を存続会社および㈱

c styleを消滅会社とする吸収合併を行っ

ております。 

 ㈱ライフクリスタルは2007年12月31日、

㈱警備・施工マネジメントは2008年９月１

日に全事業を譲渡し、重要性が低下したた

め、連結範囲から除外しております。  

 ㈱プレミア・メディカルケアは2008年４

月４日に保有株式のすべてを売却したた

め、連結の範囲から除外しております。 

 Advantage  Professional  Payroll 

Services UK Limited. （2008年10月１日

付でGW Professional  Payroll  Services 

UK Limitedより商号変更）を2008年５月19

日に新規設立したことに伴い、連結範囲に

含めております。 

 Food Scope Midtown LLCおよび他４社は

重要性が低下したため、連結の範囲から除

外しております。  

 ㈱シービーエスは、2008年４月１日付

で、連結子会社である㈱プレミアスタッフ

と合併し消滅したため、連結範囲から除外

しております。 

 ㈱メディカルリサーチ、㈱プレミアオペ

レーションおよび㈱CAS は2008年６月30日

付で清算結了しているため、連結範囲から

除外しております。 

 Crystal(UK)Holdings Limited および他

２社は、清算結了したため連結の範囲から

除外しております。 

 Olivier Group Pty.Limited は2008年９

月９日に株式の60.1％を取得したため、連

結範囲に含めております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

   当社の国内子会社である㈱映文社他32社

については、いずれも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等が、いずれも連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、連結の範囲から除

外しております。 

 連 結 子 会 社 で あ り ま し た American 

Crystal,Inc. は2008年９月13日付で連結

子会社であるRadia  Holdings  America, 

Inc.と合併し消滅したため、連結範囲から

除外しております。 

 連結子会社でありましたTalentbridge 

International,Inc. は2008年12月31日付

で 連 結 子 会 社 で あ る Radia  Holdings 

America, Inc.と合併し消滅したため、連

結範囲から除外しております。 

 連結子会社でありました㈱ティエスティ

および㈱CIT は2009年１月１日付で連結子

会社である㈱シーテックと合併し消滅した

ため、連結範囲から除外しております。 

 連結子会社でありました㈱アドバンテー

ジ・アソシエイツ・ジャパンは2009年１月

１日、連結子会社である㈱プレミア・スタ

ッフに事業譲渡し、重要性が低下したた

め、連結範囲から除外しております。 

 連結子会社でありました㈱技能育成セン

ターおよび㈱プレミア・サービスは、連結

子会社である㈱プレミアラインに事業譲渡

し、重要性が低下したため、連結範囲から

除外しております。 

 連結子会社でありました㈱フードスコー

プは2009年２月１日に一部事業を譲渡し、

重要性が低下したため、連結範囲から除外

しております。 

 バーリントン事業承継㈱は2009年４月１

日付で吸収分割方式により、事業の一部を

譲り受けたことに伴い重要性が増大したた

め、連結範囲に含めております。 

 ㈱エヌ・アンド・シーは2009年５月１日

付で吸収分割方式により、㈱日構シーエス

エスおよび㈱サンヨーナイスコーポーレー

ションの事業の一部を譲り受けたことに伴

い重要性が増大したため、連結範囲に含め

ております。 

 連結子会社でありましたTAC World Wide 

Cayman Limited、TAC Engineering 

Service LimitedおよびTAC Engineering 

Resources Limitedは清算結了したため、

連結範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

持分法を適用しない非連結子会社 

…33社

㈱映文社 

他32社 

持分法を適用しない非連結子会社 

…27社

㈱プレミアスマイル 

他26社 

  （持分法を適用しない理由） 

 上記33社はそれぞれ当期純損益（持分に

見合う額）および利益剰余金（持分に見合

う額）等がいずれも連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため持分法の適用から除外してお

ります。 

（持分法を適用しない理由） 

 上記27社はそれぞれ当期純損益（持分に

見合う額）および利益剰余金（持分に見合

う額）等がいずれも連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため持分法の適用から除外してお

ります。 

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 連結子会社のうち、GWG America,Inc. 

Food Scope America,Inc.、 

Food Scope NY,LLC、 

 連結子会社のうち、海外子会社の決算日

は３月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、決算



  

Food Scope MIDTOWN,LLC、 

㈱バンテクノおよび㈱グッドウィル・プレ

ミアと同社の子会社の決算日は３月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。 

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。 

 なお従来、連結子会社のうち決算日が３

月31日であった㈱バンテクノ、ラディアホ

ールディングス・プレミア㈱（2008年10月

１日付で㈱グッドウィル・プレミアより商

号変更）および同社の国内子会社について

は同日現在の財務諸表を利用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については必

要な調整を行っておりましたが、当連結会

計年度より決算日を６月30日に変更してお

ります。これに伴い2008年４月から６月ま

での３ヶ月間の損益については利益剰余金

に直接計上しております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

４ 会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ロ．デリバティブ 

時価法 

ロ．デリバティブ 

―――――― 

  ハ．たな卸資産 

  未成業務支出金 

   主に個別法による原価法 

ハ．たな卸資産  

未成業務支出金 

 主に個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）  

    商品 

  終仕入原価法 

 なお、一部の子会社においては総平

均法を採用しております。 

―――――― 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却方法 

イ．有形固定資産 

 当社および国内連結子会社については定

率法を採用しております（ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法によっておりま

す。）。 

 また、取得価額が10万円以上20万円未 

満の資産については、３年間で均等償却

する方法を採用しております。 

 在外連結子会社については、当該国の

会計基準の規定に基づく定額法を採用し

ております。  

 主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物及び構築物 3～50年 

器具及び備品 3～15年 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、2007年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の5％相当額と備忘価額との差額を5年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。  

 なお、当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。  

―――――― 

  ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、見込利用可能期間（3～5年）

に基づく定額法によっております。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― 

   

ハ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産  



  

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する定額法に

よっております。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年６月30日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 ただし、在外連結子会社について

は、当該国の会計基準に従っている

ため、ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  ニ．長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

ニ．長期前払費用 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ．貸倒引当金 

 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、貸倒懸念債権および破産更生債権等

特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

イ．貸倒引当金 

同左 

  ロ．退職給付引当金 

 当社および一部の連結子会社におい

て、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の

見込額に基づき、当連結会計年度におい

て発生していると認められる額を計上し

ております。 

 なお、数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生額を翌連結会計年

度に一括費用処理することとしておりま

す。 

ロ．退職給付引当金 

同左 

  ハ．賞与引当金 

 一部の連結子会社において、従業員に

対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度

の負担額を計上しております。 

ハ．賞与引当金 

同左 

  ニ．受注損失引当金 

 一部の連結子会社において、受注契約

に係る将来の損失に備えるため、損失が

発生する可能性が高いと見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積ることが

可能な受注契約について、損失見込額を

計上しております。  

ニ．受注損失引当金 

同左 

  ホ．投資損失引当金 

 一部の連結子会社において、関係会社

への投資に係る損失に備えるため、当該

会社の財政状態を勘案して関係会社株式

について必要額を計上しております。 

ホ．投資損失引当金 

同左 



項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

  ヘ．データ装備費損失引当金 

 一部の連結子会社において、登録スタ

ッフに負担いただいた「データ装備費」

の支払いに伴う損失に備えるため、登録

スタッフの就労等を勘案した支払見込額

を計上しております。 

ヘ．データ装備費損失引当金 

同左 

  ト．介護報酬返還引当金 

 一部の連結子会社において、介護保険

対象外のサービスに対して給付を受けた

ものに対する各自治体への返還に備える

ため、返還見込額を計上しております。 

ト．介護報酬返還引当金 

同左 

  チ．事業撤退損失引当金 

 一部の連結子会社において、事業から

の撤退により発生する損失に備えるた

め、発生見込額を計上しております。 

チ．事業撤退損失引当金 

同左  

    リ．事業構造改善引当金  

 当社および一部の連結子会社にお

いて、業務構造改革として実施する

グループ各社の本社移転、営業所統

廃合および希望退職の募集等に伴い

発生が見込まれる費用に備えるた

め、合理的な見積額を計上しており

ます。 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産および負債は、

決算日の直物為替相場により、収益およ

び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定および少数株主持分に含め

て計上しております。 

同左 

(5）重要なリース取引の

処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 ただし、在外連結子会社については、

当該国の会計基準に従っているため、フ

ァイナンス・リース取引については、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

―――――― 

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 当社の内規であるリスク管理規程に

基づき、金利スワップおよび金利キャ

ップを行っております。原則として繰

延ヘッジ処理を採用しておりますが、

特例処理の要件を満たしている場合に

は、特例処理を採用しております。  

―――――― 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ・金 

        利キャップ 

ヘッジ対象・・・借入金利息 

  ハ．ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクをヘッジす

る目的で金利スワップおよび金利キャ



  

ップ取引を行っております。 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして、判断して

おります。 



項目 
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

(7）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

イ．消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税の会計処理

は税抜方式によっており、控除対象外

消費税は当連結会計年度の期間費用と

して処理しております。 

イ．消費税等の会計処理 

同左 

  ロ．連結納税制度の適用 

 一部の国内連結子会社と在外連結子

会社は連結納税制度を適用しておりま

す。 

ロ．連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産および負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんの償却は、その効果が発現すると

見積もられる期間(５年から20年)で償却し

ております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

―――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用し、評価基準については、主に個別法によっておりま

したが主に個別法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。これによる損益の影響額はあ

りません。 

―――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。これによる損益の影響額

は軽微であります。 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正）および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号 （平成6年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を適

用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が2008年６月30日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に



よっており、これによる損益の影響額はありません。 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「営業未収

入金」（当連結会計年度末の残高は18百万円）は、資産の

総額の100分の5以下となったため、流動資産の「その他」

に含めて表示することにいたしました。 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期前払

費用」（当連結会計年度末の残高は68百万円）は、資産の

総額の100分の5以下となったため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示することにいたしました。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「短期貸付金」は、流動資産の100分の５

を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。なお、前年結会計年度の流動資産「その他」

に含まれている「短期貸付金」は1,145百万円でありま

す。 

 前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含めて

記載しておりました「商標権」は、無形固定資産の100分

の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。なお、前連結会計年度の無形固定資産

「その他」に含まれる「商標権」は9,078百万円でありま

す。  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて表示

しておりました「投資損失引当金繰入額」は、重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記することにいたし

ました。なお、前連結会計年度の特別損失「その他」に含

まれている投資損失引当金繰入額は、30百万円でありま

す。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「広告宣伝

費」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より販売費

及び一般管理費の「その他」に含めて表示することにいた

しました。なお、当連結会計年度の広告宣伝費は1,541百

万円であります。 

  前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差損」は、営業外費用の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

にいたしました。なお、前連結会計年度の営業外費用「そ

の他」に含まれている為替差損は、90百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「未払消費税の

増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区

分掲記することにいたしました。なお、前連結会計年度の

未払消費税の増加額は、63百万円であります。  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「子会社清算損

益」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示してお

りましたが、重要性が増したため区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「子

会社清算損益」は△1,890百万円であります。  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「固定資産

売却益」（当連結会計年度は△327百万円）及び「固定資

産除売却損」（当連結会計年度は712百万円）はＥＤＩＮ

ＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を

向上するため、当連結会計年度より「固定資産売却損益」

及び「固定資産除却損」として表示しております。  



  

追加情報

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

１.固定資産売却の延期について 

 2007年９月21日開催の取締役会において2施設合計

21,381百万円で㈱ゼクスへ売却することを決議した、当

社保有の「バーリントンハウス」(住宅型有料老人ホーム

2施設)の土地および建物の引渡しについて以下の状況に

より当初予定日より延期をしております。 

  ㈱ゼクスと譲渡契約を締結、代金決済・引渡しまでの

期間、同社子会社に賃貸している「バーリントンハウ

ス」の土地および建物については、現状建物と図面等に

一部不整合と思われる箇所が見つかりましたが、極めて

専門的な領域であることから、㈱ゼクスと協議し、特定

行政庁へ相談の上、特定行政庁にその判断を仰ぐことと

いたしました。しかし、詳細な調査を行いその結論が出

るまでにまだ時間を要する見込みであることから、当該

物件の譲渡契約につき再協議を行うことと致しました。 

１.住宅型有料老人ホーム施設について 

 当社が保有するバーリントンハウスの固定資産（住宅型

有料老人ホーム２施設）のうち、バーリントンハウス馬事

公苑については、2008年11月12日に特定行政庁東京都より

耐震性の調査結果が公表され、一部について耐震強度不足

があることが判明いたしましたが、当社では速やかに是正

工事計画を策定、特定行政庁東京都の計画書受理を受け、

2009年４月１日に是正工事に着手いたしました。約２ヶ月

間の工事（総工費64百万円）と特定行政庁東京都による

終検査を経て、2009年７月９日に、建築基準法に適合する

物件である旨の通知を受領いたしました。 

  なお、バーリントンハウス吉祥寺については、2009年３

月31日に特定行政庁三鷹市より、耐震性の調査結果が公表

され、建築基準法に適合していることが確認されておりま

す。 

２.主要債権者に対する第三者割当増資による新株の発行

（A種優先株式）について 

 2008年３月11日付で、米国大手投資ファンドのサーベ

ラスグループの設立したオランダの有限責任会社であ

り、サーベラスグループと米国大手証券会社のモルガ

ン・スタンレーの関連会社の組成するコンソーシアムに

よる投資を目的とする、Promontoria Investments Ⅰ B.

V.が、当社の主要債権者である㈱みずほ銀行から、当社

に対する貸付債権79,510百万円を譲り受けました。これ

を受け、当社は同日開催の取締役会において、

Promontoria Investments Ⅰ B.V.と借入条件の変更およ

び第三者割当増資（債務の株式化）による新株を発行

し、Promontoria Investments Ⅰ B.V.が本増資を引き受

けることに関する合意書の締結について決議いたしまし

た。 

  

 第三者割当増資による新株の発行条件 

(1) A種優先株式発行要項  

① 発行する株式の数      1,550株 

② 発行価額       10,000,000円 

③ 発行総額       15,500百万円 

④ 資本組入額  1株につき5,000,000円 

          （総額7,750百万円） 

⑤ 申込期日      2008年12月25日 

⑥ 払込期日      2008年12月25日 

⑦ 株券交付日     2008年12月25日 

⑧ 配当起算日     2008年７月１日 

⑨ 優先配当金 



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

  (1)優先配当の方法  

 当社は、2010年1月1日以降、定款第38条に定める剰余

金の配当を行うときは、毎年6月30日の 終の株主名簿に

記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A

種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権

者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）に対し、

同日の 終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を

有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式

の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」とい

う。）に先立ち、1事業年度につきA種優先株式1株当た

り、A種優先株式1株当たりの払込金額（10,000,000円）

に、年率4.0％を乗じて算出した額の配当金（以下「A種

優先配当金」という。）を支払う。但し、当該事業年度

において、A種優先中間配当金を支払ったときは、その額

を控除した額とし、これに優先して支払われる累積未払

配当金（以下に定義する。）は控除しないものとする。 

   

 (2) 累積条項 

 ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登

録株式質権者に対して支払う配当金の額が、A種優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度

以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未払配当

金」という。）については、翌事業年度以降、A種優先

配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する

剰余金の配当に先立って、これをA種優先株主及びA種

優先登録株式質権者に支払う。 

  (3) 非参加条項 

 当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に

対しては、A種優先配当金（A種優先中間配当金を含

む。）を超えて配当しない。 

⑩ 残余財産分配  

 当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主

又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普

通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき

10,000,000円に、累積未払配当金相当額及びA種優先株

式1株につき残余財産の分配日の属する事業年度におけ

るA種優先配当金の額を残余財産の分配日の属する事業

年度の初日から残余財産の分配日までの日数（初日及

び分配日を含む。）で日割計算した額を加えた金額

（但し、A種優先中間配当金を支払ったときは、その額

を控除した額とする。以下「A種優先残余財産分配金」

という。）を分配する。当社は、A種優先株主又はA種

優先登録株式質権者に対しては、A種優先残余財産分配

金のほか、残余財産の分配を行わない。 

⑪ 株主総会における議決権 

 A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会において議決権を有しない。 



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

⑫ 普通株式を対価とする取得請求権 

 A種優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求

期間中、以下に定める取得の条件で、その有するA種優

先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価

とする取得を請求することができる。 

  

(1) 取得請求期間 

  2009年1月1日から2018年3月31日までとする。 

(2) 取得の条件 

 当社は、A種優先株主からの請求に係るA種優先株式

を取得したときは、A種優先株式1株につき下記(イ)な

いし(ハ)に定める取得価額及び算式に基づいて算定さ

れる数の当社の普通株式を交付する。 

(イ) 当初取得価額 

   9,000円 

(ロ) 取得価額の調整  

 (a) A種優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生し

た場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整

する。 

 (ｉ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを

する場合、以下の算式により取得価額を調整する。 

 なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式にお

ける「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発

行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する当

社の普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式

数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その

時点で当社が保有する当社の普通株式を除く。）」と

それぞれ読み替える。 

調整後 
= 

調整前 
× 

分割前発行済普通株式数 
取得価額 取得価額 分割後発行済普通株式数 

調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割

当ての効力が生ずる日（無償割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日）の翌日以降、これを適用する。 

(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生

ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。 

調整後 
= 

調整前 
× 

併合前発行済普通株式数 
取得価額 取得価額 併合後発行済普通株式数 



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 (ⅲ) 本(ロ)(d)で定める1株当たりの時価を下回る払

込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する当

社の普通株式を処分する場合（無償割当ての場合、普

通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以

下本(ⅲ)において同じ。）の取得による場合、普通株

式を目的とする新株予約権その他の証券若しくは権利

の転換、交換若しくは行使による場合、又は会社分

割、株式交換若しくは合併により普通株式を交付する

場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」

という。）により取得価額を調整する。調整後の取得

価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払

込期間の 終日。以下本(a)において同じ。）の翌日以

降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日

以降これを適用する。なお、当社が保有する当社の普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新た

に発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有す

る当社の普通株式の数」、「当社が保有する株式の

数」は「処分前において当社が保有する当社の普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。  

但し、本(ⅲ)による取得価額の調整は、A種優先株式の

発行済株式の総数の過半数を有するA種優先株主がかか

る調整を不要とした場合には行われない。 

            
新たに発行 

する ×
１株当たり

        (発行済普通株式の数 

－当社が保有する 

普通株式数) 
＋ 

普通株式数  払込金額

調整後 
= 

調整前 
× 

１株当り時価

取得価額 取得価額 (発行済普通株式数－当社が保有する普通株式数)＋ 

 新たに発行する普通株式数 

  



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 (ⅳ) (x)本(ロ)(d)で定める1株当たりの時価を下回

る払込金額をもって普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式若しくは本(ロ)(d)で定める1株当たり

の時価を下回る払込金額をもって普通株式の交付を請

求できる新株予約権若しくはその他の証券若しくは権

利を発行、付与若しくは処分する場合（無償割当てに

よる場合を含む。）、(y)取得と引換えに本(ロ)(d)に

定める時価を下回る価額で普通株式を交付する定めの

ある取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権を

発行する場合、又は(z)本(ロ)(d)で定める1株当たりの

時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する定

めのある取得請求権付株式若しくは本(ロ)(d)で定める

1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式の

交付を請求できる新株予約権若しくはその他の証券若

しくは権利、若しくは取得と引換えに本(ロ)(d))に定

める時価を下回る価額で普通株式を交付する定めのあ

る取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の交付と

引換えに当社に取得される株式、新株予約権若しくは

その他の証券若しくは権利若しくは当社に対して取得

を請求できる株式、新株予約権若しくはその他の証券

若しくは権利を発行、付与若しくは処分する場合（無

償割当ての場合を含む。）、かかる株式、新株予約権

又はその他の証券又は権利の払込期日（新株予約権の

場合は割当日。以下本(iv)において同じ。）に、無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日（無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(a)にお

いて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行、付与又は処分される株式、新株予約権又は

その他の証券又は権利の全てが当初の条件で取得又は

行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得

価額調整式において、上記(x)、(y)又は(z)において普

通株式を交付する際の普通株式1株当たりの払込金額又

は価額を「1株当たり払込金額」として使用して算定さ

れる額を、調整後の取得価額とする。 

  

  調整後の取得価額は払込期日の翌日以降、無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適

用する。但し、本(iv)による取得価額の調整は、A種優

先株式の発行済株式の総数の過半数を有するA種優先株

主がかかる調整を不要とした場合には行われない。 

   



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 (v) 上記(i)ないし(iv)の場合において、基準日が設

定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他発行会社の機関の承認を条件とし

ているときには、上記(i)ないし(iv)にかかわらず、調

整後の取得価額は、当該承認があった日の翌日以降こ

れを適用する。この場合において、当該基準日の翌日

から当該承認があった日までにA種優先株式の取得請求

をしたA種優先株主に対しては、次の算出方法により算

出される数の普通株式を交付するものとする。 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切
り捨てる。 

  

  

株式数 

  

  

= 

(調整前取得価額－調整後取得価額)× 

調整前取得価額により当該期間内に 

交付された株式数 
調整後取得価額 

  

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(i)ないし

(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額の調整

を適切に行うものとする。 

  

 (i) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社

の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権利

義務の全部若しくは一部の承継、新設分割、資本金若

しくは準備金の額の減少に際して行う剰余金の配当の

ために取得価額の調整を必要とするとき。 

  

 (ⅱ)前(i)のほか、普通株式の発行済株式の総数（但

し、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。）の

変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取

得価額の調整を必要とするとき。 

  

 (ⅲ)上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予約権又はそ

の他の証券につきその取得又は行使等により普通株式

が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株

式、新株予約権又はその他の証券全てにつき普通株式

が交付された場合を除く。 

  

 (ⅳ)新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）又は取得条項付株式若しくは取得請求権付

株式の発行条件に従い、当社の普通株式１株当たりの

対価（新株予約権の場合は行使価額、取得条項付株式

又は取得請求権付株式の場合は取得価額を指す。以

下、本(v)において「取得価額等」という。）の下方修

正等が行われ（本号(2)(ロ)と類似の希薄化防止条項に

基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行わ

れた後の当該取得価額等の当該修正が行われる日（以

下「修正日」という。）における本号(2)(ロ)(d)に定

める１株当たり時価を下回る価額になる場合 

  



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 (v)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後取得価額の算出にあ

たり使用すべき１株当たりの時価につき、他方の事由

による影響を考慮する必要があるとき。 

  

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特

段の定めがない限り、円位未満小数第2位まで算出し、

その小数第2位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得

価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社東

京証券取引所における発行会社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨

五入する。 

(e) 取得価額調整式で使用する発行済普通株式の数

は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合

は、調整後の取得価額を初めて適用する日の1ヶ月前の

日における発行会社の発行済普通株式の総数とする。

また、上記(ロ)(i)の場合には、取得価額調整式で使用

する新たに発行する普通株式数は、基準日において当

社が保有する当社の普通株式に割り当てられる発行会

社普通株式数を含まないものとする。 

(f) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後

取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、

その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取

得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差

額を差引いた額とする。 

(g) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関

連事項決定後直ちに、A種優先株主又はA種優先登録株

式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整前及

び調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項を

通知しなくてはならない。 

(ハ) 取得により交付すべき普通株式数  

    
A種優先株主が取得請求のために提出した 

A種優先株式の払込金総額＋ 

  
  
普通株式数 

  
  
= 

A種優先株主が取得請求のために提出した 

A種優先株式の累積未払配当金＋ 

経過配当金相当額 
取得価額 



  

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 なお、「経過配当金相当額」とは、当社がA種優先株

式を取得する日（以下「取得日」という。）の属する

事業年度の初日から取得日までの実経過日数（初日お

よび取得日を含む。）の配当金の額を日割計算した額

（但し、第11項に定めるA種優先中間配当金を支払った

ときは、その額を控除した額とする。）をいう。 

 但し、A種優先株主が取得請求のために提出したA種

優先株式の払込金額の総額は、A種優先株式につき、株

式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合

には、適切に調整される。取得により交付すべき普通

株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じたとき

はこれを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭

による調整は行わない。 

  

  

(ニ) 取得請求受付場所 

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 

(ホ) 取得の効力発生 

取得の効力は、取得請求書及び取得請求に係るA種優先

株式の株券が上記(ニ)に記載する取得請求受付場所に

到着した時に発生する。但し、A種優先株式の株券が発

行されないときは、株券の提出を要しない。 

⑬ 現金を対価とする取得請求権 

 A種優先株主は、2009年1月1日以降いつでも、10日以

上前の事前通知を行うことにより、当該取得請求がな

される日の属する事業年度の当社の分配可能額に0.7を

乗じた額を限度として、その保有するA種優先株式の全

部又は一部について、当社に対して、現金を対価とす

る取得を請求することができるものとし、当社は、A種

優先株主が取得の請求をしたA種優先株式を取得するの

と引換えに、A種優先株式1株につき10,000,000円に、1

株当たりの累積未払配当金及び経過配当金相当額を加

えた額の金銭を当該A種優先株主に対して交付するもの

とする。 

  

⑭ 普通株式を対価とする取得条項 

 当社は、上記第12項の取得請求期間中に取得請求の

なかったA種優先株式を、同期間の末日の翌日（以下本

項において「一斉取得日」という。）をもって取得す

るものとし、当社はかかるA種優先株式を取得するのと

引換えにかかるA種優先株式の払込金額相当額の総額、

累積配当未払金及び経過配当金相当額を、一斉取得日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京

証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を

四捨五入する。）に0.9を乗じた額で除して得られる数

の普通株式をA種優先株主に対して交付するものとす

る。かかる普通株式数の算出に当たって1株に満たない

端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によ

り取扱う。 

  



前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

⑮ 現金を対価とする取得条項  

(1) 当社は、2013年4月1日以降いつでも、A種優先株主

に対して60日以上前の事前の通知を行うことにより、A

種優先株式の全部又は一部を取得することができるも

のとし、当社はかかるA種優先株式を取得するのと引換

えに、本項第2号に定める額の金銭を交付するものとす

る。かかる取得は分配可能額を限度とする。 

(2) 前号に基づくA種優先株式の取得と引換えに交付す

る金銭の額は、取得日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出

し、その小数第2位を四捨五入する。）を、取得日にお

ける第12項に定める取得価額で除した数に10,000,000

を乗じた額又は10,000,000円、の高い方に1.1を乗じた

額に、1株当たりの累積未払配当金及び経過配当金相当

額を加えた額とする。 

⑯ 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける

権利等 

(1) 当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式に

ついて株式の併合、分割又は無償割当ては行わない。 

  

(2) 当社は、A種優先株主には、募集株式、募集新株予

約権又は募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利

を与えない。 

⑰ Ａ種優先株式発行要項は、各種の法令に基づく必要

手続の効力発生を条件とする。 

 なお、当該優先株式の発行について、株式引受の前

提条件として借入金と同様の財務制限条項が付されて

おり、当社は連結会計年度末現在、当該財務制限条項

に抵触しております。 

  

 ３.連結子会社の事業廃止 

 2008年6月25日の当社取締役会において、当社子会社で

ある㈱グッドウィルについて、2008年7月31日付けで全て

の事業を廃止することを決議し、2008年7月31日付けで全

ての事業を廃止致しました。なお、当該子会社の事業廃

止による影響額は、当連結会計年度の業績に織り込んで

おります。 

株式会社グッドウィルの概要  

所在地 ： 東京都港区六本木六丁目10番１号 

代表者 ： 代表取締役 中元 一彰 

設立年月日 ： 2004年４月７日 

資本金 ： 1億円 

株主構成 ： グッドウィル・グループ株式会社 100％

事業の内容 ： 総合人材サービス（人材派遣） 



     前連結会計年度（自 2007年７月１日 至 2008年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）人材派遣・請負事業……人材派遣・請負、警備・建設関係作業請負、技術者派遣、シニア派遣 

          (2）介護・医療支援事業……在宅介護、施設介護 

          (3) その他……シニアレジデンスの運営、飲食店の経営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,599百万円であり、その主なも 

 のは当社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は31,006百万円であり、その主なものは当社で 

 の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５ 介護・医療支援事業の資産は前連結会計年度においては介護・医療支援事業にて表記しておりましたが、介

護・医療支援事業の譲渡により、当連結会計年度より消去又は全社の項目に含めております。消去又は全社

の項目に含めた介護・医療支援事業の資産の金額は9,851百万円であります。またシニアレジデンス事業の

資産は前連結会計年度においてはその他に含めておりましたが、シニアレジデンス事業からの撤退により、

当連結会計年度より消去又は全社の項目に含めております。消去又は全社の項目に含めたシニアレジデンス

事業の資産の金額は17,790百万円であります。  

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  人材派遣・請負 
（百万円） 

介護・医療支援
（百万円） 

その他
 （百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  550,036 23,755 10,530 584,322  － 584,322

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 802 0 355 1,158  (1,158) －

計  550,838 23,755 10,886 585,480  (1,158) 584,322

営業費用  553,359 28,422 13,125 594,907  (3,901) 591,005

営業利益(又は営業損失)  (2,520) (4,667) (2,238) (9,427)  2,743 (6,683)

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                                   

資産  201,118 － 3,166 204,285 (2,244) 202,040

減価償却費  4,206 295 1,227 5,729  230 5,960

減損損失  9,148 80 575 9,804  7,077 16,882

資本的支出  3,510 190 825 4,526  1,628 6,155



  

     当連結会計年度(自 2008年７月１日 至 2009年６月30日） 

 前連結会計年度においては、人材派遣・請負事業、介護・医療支援事業、その他の事業に区分しておりました。介護・

医療支援事業は、事業撤退により事業規模が縮小し、全セグメントの売上高の合計および営業損失の金額の合計額に占め

る人材派遣・請負事業の売上高および営業損失の割合がいずれも90％超となりました。そのため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。  



前連結会計年度（自 2007年７月１日 至 2008年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1)北米：アメリカ 

 (2)欧州：オランダ、イギリス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は5,599百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は31,006百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５ 介護・医療支援事業の資産は前連結会計年度においては日本セグメントに含めておりましたが、介護・医療

支援事業の譲渡により、当連結会計年度より消去又は全社の項目に含めております。消去又は全社の項目に

含めた介護・医療支援事業の資産の金額は9,851百万円であります。またシニアレジデンス事業の資産は前

連結会計年度においては日本セグメントに含めておりましたが、シニアレジデンス事業の譲渡により、当連

結会計年度より消去又は全社の項目に含めております。消去又は全社の項目に含めたシニアレジデンス事業

の資産の金額は17,790百万円であります。  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

 売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 398,194 141,325 44,801  584,322  － 584,322

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 175 － －  175 (175) －

計 398,369 141,325 44,801  584,497 (175) 584,322

 営業費用 408,581 140,947 44,377  593,905 (2,899) 591,005

 営業利益(又は営業損失) (10,211) 377 424  (9,408)  2,724 (6,683)

Ⅱ 資産 146,035 45,745 12,883  204,664 (2,624) 202,040



当連結会計年度（自 2008年７月１日 至 2009年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1)北米：アメリカ 

 (2)欧州：オランダ、イギリス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,785百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,700百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

  
日本

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

 売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 166,984 108,942 36,711  312,638  － 312,638

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 257 － －  257 (257) －

計 167,241 108,942 36,711  312,895 (257) 312,638

 営業費用 165,494 109,065 36,936  311,496 (711) 310,785

 営業利益(又は営業損失) 1,747 (122) (225)  1,399  453 1,853

Ⅱ 資産 59,018 39,740 7,495  106,253 4,101 110,354



前連結会計年度（自 2007年７月１日 至 2008年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1)北米：アメリカ 

 (2)欧州：オランダ、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 2008年７月１日 至 2009年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1)北米：アメリカ 

 (2)欧州：オランダ、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

ｃ．海外売上高

   北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 141,325  44,801 186,127

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － 584,322

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.2  7.7 31.9

   北米 欧州  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 108,942  36,711 145,653

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 312,638

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.8  11.7 46.5



 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭△1,830 17

１株当たり当期純損失 円 銭10,758 66

１株当たり純資産額 円 銭△3,591 10

１株当たり当期純損失 円 銭3,924 34

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、又潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、又潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

当期純損失（百万円）  27,416  16,586

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）  27,416  16,586

普通株式の期中平均株式数（株）  2,548,316  4,226,630

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

―――――― １．子会社株式の譲渡について 

 当社グループが技術者派遣事業分野に注力し特化するこ

とを目的として、当社は、2009年７月１日付の債権・株式

譲渡契約書にもとづき、当社の連結子会社であるラディア

ホールディングス・プレミア㈱が所有する、同じく当社の

連結子会社である㈱プレミア・スタッフの全株式5,030株

を195百万円で㈱ピーアンドピーに同日付で譲渡いたしま

した。またラディアホールディングス・プレミア㈱が保有

する㈱プレミア・スタッフ向けの貸付債権104百万円につ

いても、債権と同額にて同時に譲渡いたしました。 

 なお当該株式譲渡等が連結業績に与える影響について

は、当連結会計年度の損益に織り込んでおります。 



 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(2008年６月30日) 

当事業年度 
(2009年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,210 209

営業未収入金 515 468

前払費用 404 334

短期貸付金 6,348 5,661

その他 731 844

貸倒引当金 △5,193 △5,546

流動資産合計 5,016 1,971

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,046 11,353

減価償却累計額 △1,700 △2,002

建物（純額） 11,345 9,350

構築物 381 380

減価償却累計額 △74 △111

構築物（純額） 306 269

機械及び装置 136 136

減価償却累計額 △28 △46

機械及び装置（純額） 107 90

車両運搬具 18 18

減価償却累計額 △8 △12

車両運搬具（純額） 10 6

工具、器具及び備品 1,023 601

減価償却累計額 △552 △453

工具、器具及び備品（純額） 470 148

土地 9,949 5,650

有形固定資産合計 22,190 15,515

無形固定資産   

商標権 2 －

ソフトウエア 3 －

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 6 0

投資その他の資産   

投資有価証券 36 17

関係会社株式 105,108 92,656

長期貸付金 63 29

従業員に対する長期貸付金 114 138

関係会社長期貸付金 100 0

長期前払費用 0 0



（単位：百万円）

前事業年度 
(2008年６月30日) 

当事業年度 
(2009年６月30日) 

敷金及び保証金 3,057 1,103

その他 768 244

貸倒引当金 △720 △103

投資損失引当金 － △5

投資その他の資産合計 108,527 94,081

固定資産合計 130,724 109,597

資産合計 135,740 111,569

負債の部   

流動負債   

短期借入金 40,313 45,199

1年内返済予定の長期借入金 15,746 29,722

未払金 5,186 278

未払費用 871 194

未払法人税等 289 4

預り金 52 47

預り保証金 0 －

事業構造改善引当金 － 631

その他 91 100

流動負債合計 62,551 76,179

固定負債   

長期借入金 73,646 55,457

退職給付引当金 1 1

繰延税金負債 0 －

長期預り保証金 0 1,779

固定負債合計 73,649 57,238

負債合計 136,201 133,417

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,517 35,453

資本剰余金   

資本準備金 14,553 15,489

その他資本剰余金 9,607 9,605

資本剰余金合計 24,160 25,095

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △56,632 △79,891

利益剰余金合計 △56,632 △79,891

自己株式 △2,506 △2,505

株主資本合計 △460 △21,847



（単位：百万円）

前事業年度 
(2008年６月30日) 

当事業年度 
(2009年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △0

評価・換算差額等合計 0 △0

純資産合計 △460 △21,848

負債純資産合計 135,740 111,569



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当事業年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

営業収益   

経営指導料 7,777 5,466

賃貸収入 766 53

関係会社貸付金利息 269 87

関係会社受取配当金 1,141 －

営業収益合計 9,954 5,607

営業費用   

賃貸原価 774 51

借入金利息 266 142

役員報酬 143 195

給与及び手当 843 1,479

賃借料 1,091 731

租税公課 251 67

支払手数料 484 345

運航費用 54 －

減価償却費 171 69

広告宣伝費 470 57

貸倒引当金繰入額 0 3

業務委託費 1,064 1,136

その他 958 898

営業費用合計 6,575 5,180

営業利益 3,378 426

営業外収益   

受取利息 54 12

受取賃貸料 718 152

業務受託料 － 27

還付加算金 20 8

その他 28 24

営業外収益合計 822 226

営業外費用   

支払利息 4,805 4,943

賃貸費用 652 712

支払手数料 1,197 121

その他 282 76

営業外費用合計 6,937 5,853

経常損失（△） △2,736 △5,199



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当事業年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 3,352 5

関係会社株式売却益 198 －

投資有価証券売却益 52 －

特別利益合計 3,603 5

特別損失   

固定資産売却損 2 20

固定資産除却損 45 －

減損損失 6,099 3,275

関係会社株式評価損 19,293 12,444

投資有価証券評価損 10 －

貸倒引当金繰入額 4,835 145

事業構造改善費用 － 1,842

その他 991 354

特別損失合計 31,279 18,082

税引前当期純損失（△） △30,413 △23,276

法人税、住民税及び事業税 5 4

過年度法人税等 458 △22

法人税等合計 463 △17

当期純損失（△） △30,877 △23,258



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当事業年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 26,618 34,517

当期変動額   

新株の発行 7,898 936

当期変動額合計 7,898 936

当期末残高 34,517 35,453

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,654 14,553

当期変動額   

新株の発行 7,898 936

当期変動額合計 7,898 936

当期末残高 14,553 15,489

その他資本剰余金   

前期末残高 9,607 9,607

当期変動額   

自己株式の消却 － △0

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 9,607 9,605

資本剰余金合計   

前期末残高 16,261 24,160

当期変動額   

新株の発行 7,898 936

自己株式の消却 － △0

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 7,898 934

当期末残高 24,160 25,095

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 △25,755 △56,632

当期変動額   

当期純損失（△） △30,877 △23,258

当期変動額合計 △30,877 △23,258

当期末残高 △56,632 △79,891

利益剰余金合計   

前期末残高 △25,755 △56,632



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当事業年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

当期変動額   

当期純損失（△） △30,877 △23,258

当期変動額合計 △30,877 △23,258

当期末残高 △56,632 △79,891

自己株式   

前期末残高 △2,506 △2,506

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 － 0

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 △0 1

当期末残高 △2,506 △2,505

株主資本合計   

前期末残高 14,619 △460

当期変動額   

新株の発行 15,797 1,872

当期純損失（△） △30,877 △23,258

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △15,079 △21,386

当期末残高 △460 △21,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 0 △0

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △47 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 －

当期変動額合計 47 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △45 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 △0

当期変動額合計 45 △0

当期末残高 0 △0



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 2007年７月１日 
 至 2008年６月30日) 

当事業年度 
(自 2008年７月１日 
 至 2009年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 14,573 △460

当期変動額   

新株の発行 15,797 1,872

当期純損失（△） △30,877 △23,258

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 △0

当期変動額合計 △15,034 △21,387

当期末残高 △460 △21,848



  

継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 2007年７月１日 

  至 2008年６月30日） 

当事業年度 
（自 2008年７月１日 

  至 2009年６月30日） 

 当社は、前事業年度に当社子会社である㈱コムスン及

び当事業年度に同じく当社子会社である㈱グッドウィル

の関係会社株式評価損等の損失により、2007年６月期に

は30,523百万円の当期純損失、また2008年６月期には

30,877百万円の当期純損失と多額の損失を計上いたしま

した。この結果、当社の2008年６月期株主資本は460百万

円の債務超過になっております。 

 これらの結果を受け、当事業年度末において、当社に

対する 大の融資先である

Promontoria Investments I B.V.（プロモントリア社）

を含む一部の取引金融機関との間の借入契約上の財務制

限条項に抵触している債務が75,754百万円存在してお

り、その期限の利益を喪失しました。また、2008年12月

25日に予定しているプロモントリア社に対する債務の株

式化による第三者割当増資(A種優先株式)15,500百万円の

前提条件においても、同様の財務制限条項が付されてお

り、当事業年度末においてこれに抵触しております。 

 加えて、本年６月28日には、当社が借入を行っている

取引金融機関24行/社に対して、借入金元本の１年間の返

済猶予を要請しております関係から、結果的には同月末

日以降に期限が到来した借入金元本について、返済猶予

の交渉がまとまるまでの期間一時的に延滞が発生してお

ります。 

 上記の状況により、当社には継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消するため、既に公表しております

新経営体制による経営方針「“Revival Plan 2012”」に

基づき、下記内容を骨子とした中期経営計画の実現に取

り組み、プロモントリア社と協力して企業価値向上のた

めに事業改革を推進してまいります。なお、プロモント

リア社は2008年４月25日に500,000株（16.73％）の普通

株式を引き受けており、加えて本年７月には同社から新

規融資を受けております。 

（中期経営計画の内容） 

① 事業の「選択と集中」 

当社子会社のコア事業である技術者派遣事業・製造派

遣事業に経営資源を集中し、適正利益の確保を目的と

した構造変換を実施します。一方で、今後の規制強化

により市場の大幅な縮小が予想される日雇派遣事業か

らは完全撤退済みであり、また、競争の激しいレスト

ラン事業からも撤退することにより、利益率の改善を

図ります。さらに、不稼動資産はすべて売却し、資産

の圧縮と有利子負債の削減を図ります。 

② 海外事業の拡大 

中長期的に拡大を続ける世界における人材派遣マーケ

ットにおいて、引き続き安定した売上拡大を目指し、

既存事業の成長及び海外での展開国数の増大により売

上規模を増加させていきます。同時に、海外事業の本

 当社は、㈱コムスンの事業撤退および㈱グッドウィル

の廃業により、2007年６月期に30,523百万円の当期純損

失、2008年６月期に30,877百万円の当期純損失と２期連

続して多額の損失を計上し、当社の2008年６月期株主資

本は460百万円の債務超過になっておりました。 

また、2008年12月25日を予定していました

Promontoria Investments I B.V.（プロモントリア社）

に対する債務の株式化による第三者割当増資(A種優先株

式)15,500百万円、その代替施策として2009年6月に予定

していました第三者割当増資(B種優先株式)13,600百万

円について、合意解除いたしました。  

加えて、当事業年度においては、5,199百万円の経常

損失、23,258百万円の当期純損失となり、当事業年度末

の株主資本は21,847百万円の債務超過となりました。 

これらの結果、当事業年度末において当社に対する

大の融資先であるプロモントリア社を含む一部の取引金

融機関の財務制限条項に抵触するとともに、借入を行っ

ている取引金融機関に対して、借入金の返済を延期して

おります。  

上記の状況により、当社には継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

 当社は、これらの結果を受け、単独で抜本的な再生を

図ることが困難な状況となったため、「産業活力再生特

別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(以下「事業再

生ＡＤＲ手続」)による事業再生をめざし2009年６月23

日に同手続の正式申請を行い、同日に受理されておりま

す。また、2009年７月10日には事業再生計画案の概要の

説明のための債権者会議が開催され、事業再生ＡＤＲ手

続の対象債権者全員の同意によって、事業再生計画案の

決議のための債権者会議の終了時まで一時停止（債権の

回収、担保権の設定等をしないことをいう）の期間を延

長することが承認されております。 

  

（事業再生ＡＤＲの主な要請事項） 

  ① 担保権の行使等による関係会社の整理 

 当社の 大債権者であるプロモントリア社により

当社の子会社株式に係る担保権の実行を行って頂き

ます。これにより当社は、経理・人事などのシェア

ードサービス機能を当社の子会社として残る㈱テク

ノプロ・エンジニアリングおよびプロモントリア社

の子会社となる各事業会社に提供する事業に特化す

ることにより、安定的な経営指導料を徴収し、当社

の販管費コスト等を賄います。 

  ② 取引金融機関等による金融支援 

 当社子会社の一部およびプロモントリア社を含む

金融機関等の債権者に対して、債権放棄や債務の株

式化を柱とする金融支援ならびに残債務の元利金の

返済条件緩和を要請しております。  



社機能の集約化によるさらなるコスト削減を行い、収

益を確保いたします。 

③ 本社組織の抜本的見直しと販売管理費の大幅削減 

上記選択と集中により売上規模が縮小することを受

け、持株会社の販売管理費を大幅に削減いたします。 

④ 新社名によるブランド・イメージの再構築 

一連の不祥事により毀損した信用を回復し、新たなブ

ランド・イメージを構築するため、2008年10月より

「ラディアホールディングス株式会社」という新社名

の下、グループ一体となって経営再建を推進してまい

ります。 

 一方、当社の2008年７月末現在の借入金について、現

在、借入金元本の１年間の返済猶予を要請した借入残高

の94％以上を占める金融機関(プロモントリア社を含む)

から既に同意をいただいており、その期限の利益を回復

しております。なお、当社は、プロモントリア社との同

意にあたり、コスト削減を含む当社グループのさらなる

損益の改善計画を実行することとなっております。 

 当社は、2008年12月25日にはプロモントリア社に対す

る債務の株式化による第三者割当増資（A種優先株式）

15,500百万円を予定しており、前述のとおり当該株式引

受契約の前提条件に抵触しているものの、この増資によ

り債務超過の解消と有利子負債の削減が同時に図れると

考えております。 

 当社は米国にて人材派遣会社の再建実績を持つ、チャ

ールズ J. アバディ氏を当社代表取締役に迎え、収益性

とキャッシュフローの改善に努めるほか、当社グループ

の保有する不動産の売却を進めることで資金を調達する

見通しであります。これらの結果、当社の経営及び資金

繰りは安定的に推移するものと見込んでおります。 

 以上の理由から、当事業年度の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。 

 そして、全対象債権者の合意が得られることを前

提とした当該金融支援による資本増強により、2013

年6月期までに実態債務超過を解消することを目指し

ております。 

 ③ コスト削減 

   継続的な自助努力として「事業再構築および業務

構造改革」にて策定済みの処施策を着実に実行する

ことで、一層のコスト削減努力に努めてまいりま

す。 

  

 但し、これらの対応策は、事業再生ＡＤＲの手続きの

中で、現時点において 終的な合意が得られていないた

め、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。 

  

 以上の理由から、当事業年度の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。 

  



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当事業年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正）および「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号 （平成６年１月18日 （日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を適

用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年６月30日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、これによる損益の影響額はありま

せん。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当事業年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

（貸借対照表関係） 

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入

金」は、重要性が乏しいため、当事業年度より流動資

産の「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。 

 なお、当事業年度の未収入金は、149百万円でありま

す。 

―――――― 

  

２ 前事業年度まで区分掲記しておりました「立替金」

は、重要性が乏しいため、当事業年度より流動資産の

「その他」に含めて表示することにいたしました。 

 なお、当事業年度の立替金は、499百万円でありま

す。 

  



追加情報

前事業年度 
（自 2007年７月１日 
至 2008年６月30日） 

当事業年度 
（自 2008年７月１日 
至 2009年６月30日） 

 1.固定資産売却の延期について 

 2007年9月21日開催の取締役会において2施設合計

21,381百万円で㈱ゼクスへ売却することを決議した、当

社保有の「バーリントンハウス」(住宅型有料老人ホーム

2施設)の土地および建物の引渡しについて以下の状況に

より当初予定日より延期をしております。 

  ㈱ゼクスと譲渡契約を締結、代金決済・引渡しまでの

期間、同社子会社に賃貸している「バーリントンハウ

ス」の土地および建物については、現状建物と図面等に

一部不整合と思われる箇所が見つかりましたが、極めて

専門的な領域であることから、㈱ゼクスと協議し、特定

行政庁へ相談の上、特定行政庁にその判断を仰ぐことと

いたしました。しかし、詳細な調査を行いその結論が出

るまでにまだ時間を要する見込みであることから、当該

物件の譲渡契約につき再協議を行うことといたしまし

た。  

１.住宅型有料老人ホーム施設について 

 当社が保有するバーリントンハウスの固定資産（住宅型

有料老人ホーム２施設）のうち、バーリントンハウス馬事

公苑については、2008年11月12日に特定行政庁東京都より

耐震性の調査結果が公表され、一部について耐震強度不足

があることが判明いたしましたが、当社では速やかに是正

工事計画を策定、特定行政庁東京都の計画書受理を受け、

2009年４月１日に是正工事に着手いたしました。約２ヶ月

間の工事（総工費64百万円）と特定行政庁東京都による

終検査を経て、2009年７月９日に、建築基準法に適合する

物件である旨の通知を受領いたしました。 

  なお、バーリントンハウス吉祥寺については、2009年３

月31日に特定行政庁三鷹市より、耐震性の調査結果が公表

され、建築基準法に適合していることが確認されておりま

す。  

 2.主要債権者に対する第三者割当増資による新株の発行 

 (A種優先株式)について 

  当社は2008年3月11日開催の取締役会において、

Promontoria Investments Ⅰ B.V.を割当先とする第三者

割当増資（債務の株式化）をすること、および金融商品

取引法による届出の効力発生後に、Promontoria 

Investments Ⅰ B.V.との間で株式引受契約を締結するこ

とを決議いたしました。A種優先株式発行の詳細につきま

しては、連結財務諸表における「追加情報」に記載のと

おりであります。 

  なお、当該優先株式の発行について、株式引受の前提

条件として借入金と同様の財務制限条項が付されてお

り、当社は当事業年度末現在、当該財務制限条項に抵触

しております。 

  



(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

 （2）その他  

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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