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2009 年 3 月期 決算短信の一部修正に関するお知らせ 

 

 2009 年 5 月 15 日に開示いたしました「2009 年 3 月期決算短信」について開示後に修正を行う

べき事項が発生いたしましたので、下記のとおり修正いたします。 

尚、有価証券報告書に関しての修正は、ございません。 

 

記 

 

・修正箇所 開示資料 8 ページ「経営成績 （4）事業等のリスク ⑪シンジケートローン等による資金

調達に伴う財務制限条項への抵触に伴うリスク」 

修正前 修正後 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

⑪シンジケートローン等による資金調達に伴う財務制限

条項への抵触に伴うリスク 

当社及び当社グループが締結しておりますシンジ

ケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約に

はそれぞれ財務制限条項が定められております。

（詳細につきましては「注記事項（連結貸借対照表関

係）」及び「注記事項（貸借対照表関係）」をご覧くだ

さい。） 

今回の決算において、当社及び当社グループは

上記財務制限条項に抵触いたしました。しかしなが

ら、本件は積極的なスクラップを早期に実施したこと

及び当連結会計年度に新規出店が重なったことに

よる一時的な要因による旨、既に各金融機関から理

解をいただいております。これを受けて、本財務制

限条項の抵触のみを持って貸付資金の回収等とな

る恐れは回避できる見込みであります。  

但し、シンジケートローンによる資金調達にあたっ

ては、引き続き純資産の維持及び利益の維持に関

する財務制限条項が付されており、抵触した場合に

は貸付人の請求により期限の利益を喪失し、一括返

済することとなっております。かかる状況となった場

合は、当社及び当社グループの業績及び資金繰り

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

⑪シンジケートローンによる資金調達に伴う財務制限条

項への抵触に伴うリスク 

当社及び当社グループが締結しておりますシンジ

ケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約に

はそれぞれ財務制限条項が定められております。

（詳細につきましては「注記事項（連結貸借対照表関

係）※３」及び「注記事項（貸借対照表関係）※４」を

ご覧ください。） 

今回の決算において、当社及び当社グループは

上記財務制限条項に抵触いたしました。しかしなが

ら、本件は大規模な不採算店のスクラップを早期に

実施したこと及び当連結会計年度に新規出店が重

なったことによる一時的な要因によるものであること

等を関係金融機関に説明し、シンジケートローン契

約及び一部の金銭消費貸借契約の財務制限条項

は2009年５月20日付で変更されました。（詳細につ

きましては連結財務諸表に係る「重要な後発事象」

（1）及び財務諸表に係る「重要な後発事象」（1）をご

覧ください。）この変更を受けて、財務制限条項への

抵触は解消され、貸付資金の回収等となる恐れは

回避いたしました。  

但し、シンジケートローンによる資金調達にあたっ

ては、引き続き純資産の維持及び利益の維持に関

する財務制限条項が付されており、抵触した場合に

は貸付人の請求により期限の利益を喪失し、一括返

済することとなっております。かかる状況となった場

合は、当社及び当社グループの業績及び資金繰り

に影響を及ぼす可能性があります。 



 

・修正箇所 開示資料 24 ページ「注記事項 （連結貸借対照表関係） 3 財務制限条項」 

修正前 修正後 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

※３ 財務制限条項  

（１）平成 17年９月 30 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表にお

ける資本の部の合計を、（ⅰ）8.1 億円、もしくは（ⅱ）直

近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の 75％ のいずれか大きい金額以

上に維持すること。 

 ②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書にお

ける営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。    

（２）平成 18年９月 26 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借

対照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1 億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の 75％、のい

ずれか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益

計算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損

失とならないこと。 

（３）平成 19年９月 28 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億

円、もしくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（４）平成 20年９月 24 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7 億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書

等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（５）平成 20 年３月 28 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億円、もしくは（ⅱ）直前決

※３ 財務制限条項  

   当社が締結しているシンジケートローン契約及び一部

の金銭消費貸借契約（当連結会計年度末借入金残高

合計 6,134,460 千円）には、当連結会計年度末現在、

以下の財務制限条項が付されております。 

    なお、下記財務制限条項は、「重要な後発事象」（１）に

記載のとおり変更されております。 

（１）平成 17年９月 30 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表にお

ける資本の部の合計を、（ⅰ）8.1 億円、もしくは（ⅱ）直

近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の 75％、のいずれか大きい金額以

上に維持すること。 

 ②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書にお

ける営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。 

（２）平成 18年９月 26 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借

対照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1 億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の 75％、のい

ずれか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益

計算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損

失とならないこと。 

（３）平成 19年９月 28 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億

円、もしくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（４）平成 20年９月 24 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7 億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書

等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結



算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％ いずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成 20 年６月 27 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.6 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％ いずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

      なお、今回の決算において、当社及び当社グループは

上記財務制限条項に抵触いたしました。 

     しかしながら、本件は積極的なスクラップを早期に実施

したこと及び当連結会計年度に新規出店が重なったこ

とによる一時的な要因による旨、既に各金融機関から

理解をいただいております。これを受けて、各シンジケ

ートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約は５月末

日までに財務制限条項を下記の通り変更し、また当社

代表取締役清水謙を連帯保証人とする内容に変更さ

れる予定であります。 

①  平成 21 年３月期末日における報告書等に記載さ

れる連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億円

以上に維持し、平成 22 年３月期末日及びそれ以降

の各事業年度末日における報告書等に記載される

連結貸借対照表の純資産の部の金額を、（ⅰ）６億

円、若しくは、（ⅱ）直近の事業年度末日における報

告書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に

維持すること。 

②平成 22 年３月期の第２四半期会計期間末日（平成

21 年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末日及

び各第２四半期会計期間の末日における報告書等

に記載される連結損益計算書における営業損益及

び経常損益をそれぞれ損失としないこと。 

上記変更契約の締結により、今後の当社の資金

調達に特段の懸念は存在いたしません。 

 

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（５）平成 20 年３月 28 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持

すること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成 20 年６月 27 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.6 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持

すること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

 

 



 

・修正箇所 開示資料 38 ページ「重要な後発事象」 

修正前 修正後 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

（１）シンジケートローン等による資金調達に伴う財務制

限条項の変更について  

   期末日現在、当社が締結しておりますシンジケートロー

ン契約及び一部の金銭消費貸借契約には「注記事項

（連結貸借対照表関係）※３ 財務制限条項」に記載した

財務制限条項が定められております。 
  当連結会計年度において、当社は当該財務制限条項

に抵触いたしました。しかしながら、本件は大規模な不

採算店舗のスクラップを早期に実施したこと及び当連結

会計年度に新規出店が重なったことによる一時的な要

因によるものであること等を関係金融機関に説明し、シ

ンジケートローン契約及び一部の金銭消費貸借契約の

財務制限条項は 2009 年５月 20 日付で下記の通り変更

されました。 

①平成 21 年３月期末日における報告書等に記載さ

れる連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億

円以上に維持し、平成 22 年３月期末日及びそれ

以降の各事業年度末日における報告書等に記載

される連結貸借対照表の純資産の部の金額を、

（ⅰ）６億円、若しくは、（ⅱ）直近の事業年度末日

における報告書等に記載される連結貸借対照表

の純資産の部の合計金額の 75％、のいずれか大

きい金額以上に維持すること。 

②平成 22 年３月期の第２四半期会計期間末日（平

成 21 年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末

日及び各第２四半期会計期間の末日における報

告書等に記載される連結損益計算書における営

業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。 

 この結果、財務制限条項への抵触は解消され、本シン

ジケートローン契約に基づき新たな資金調達を行いまし

た。 

（２）シンジケートローンの元本延滞と延滞状態の解消に

ついて 

 当社は 2009 年３月 31 日に返済期限が到来したシン

ジケートローン契約の元本 450,000 千円及び 250 千米

ドルの返済を延滞しておりましたが、2009 年４月 30 日

付で当該元本を弁済し、延滞状態を解消いたしました。 
 また、2009 年５月 14 日付でかかる事由に基づく期限

の利益喪失の請求を行わない旨の確認を関係金融機

関より得ております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

・修正箇所 開示資料 52 ページ「注記事項 （貸借対照表関係） 4 財務制限条項」 

修正前 修正後 

当事業年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

※４ 財務制限条項  

（１）平成 17年９月 30 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表にお

ける資本の部の合計を、（ⅰ）8.1 億円、もしくは（ⅱ）直

近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の 75％ のいずれか大きい金額以

上に維持すること。 

 ②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書にお

ける営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこ

と。    

（２）平成 18年９月 26 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借

対照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1 億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の 75％、のい

ずれか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益

計算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損

失とならないこと。 

（３）平成 19年９月 28 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億

円、もしくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（４）平成 20年９月 24 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7 億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書

等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（５）平成 20 年３月 28 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億円、もしくは（ⅱ）直前決

※４ 財務制限条項  

   当社が締結しているシンジケートローン契約及び一部

の金銭消費貸借契約（当事業年度末借入金残高合計

6,134,460 千円）には、当事業年度末現在、以下の財

務制限条項が付されております。 

   なお、下記財務制限条項は、「重要な後発事象」（１）に

記載のとおり変更されております。  

（１）平成 17年９月 30 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①報告書等に記載される決算期末時の貸借対照表にお

ける資本の部の合計を、（ⅰ）8.1 億円、もしくは（ⅱ）直

近決算期の報告書等に記載される貸借対照表におけ

る資本の部の合計の 75％、のいずれか大きい金額以

上に維持すること。 

②報告書等に記載される決算期末時の損益計算書におけ

る営業損益及び経常損益をそれぞれ損失としないこと。  

（２）平成 18年９月 26 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される貸借

対照表の純資産の部の合計を、（ⅰ）10.1 億円、もしく

は（ⅱ）直前本決算期の末日における報告書等に記載

される貸借対照表の純資産の部の合計の 75％、のい

ずれか大きい金額以上に維持すること。 

  ②本決算期の末日における報告書等に記載される損益

計算書における営業損益及び経常損益がそれぞれ損

失とならないこと。 

（３）平成 19年９月 28 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億

円、もしくは、（ⅱ）直前本決算期の末日における報告

書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ

れ損失としないこと。 

（４）平成 20年９月 24 日締結のシンジケートローン契約に、

下記条項が付されております。 

 ①各事業年度末日における報告書等に記載される連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額を、（ⅰ）18.7 億

円、若しくは（ⅱ）直近の事業年度末日における報告書

等に記載される連結貸借対照表の純資産の部の合計

金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持する

こと。 

  ②各事業年度末日における報告書等に記載される連結

損益計算書における営業損益及び経常損益をそれぞ



算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％ いずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成 20 年６月 27 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.6 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％ いずれか大きい金額以上に維持す

ること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

  

   なお、今回の決算において、当社及び当社グループは

上記財務制限条項に抵触いたしました。 

     しかしながら、本件は積極的なスクラップを早期に実施

したこと及び当事業年度に新規出店が重なったことに

よる一時的な要因による旨、既に各金融機関から理解

をいただいております。これを受けて、各シンジケートロ

ーン契約及び一部の金銭消費貸借契約は５月末日ま

でに財務制限条項を下記の通り変更し、また当社代表

取締役清水謙を連帯保証人とする内容に変更される

予定であります。 

①  平成 21 年３月期末日における報告書等に記載さ

れる連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億円

以上に維持し、平成 22 年３月期末日及びそれ以降

の各事業年度末日における報告書等に記載される

連結貸借対照表の純資産の部の金額を、（ⅰ）６億

円、若しくは、（ⅱ）直近の事業年度末日における報

告書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に

維持すること。 

②平成 22 年３月期の第２四半期会計期間末日（平成

21 年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末日及

び各第２四半期会計期間の末日における報告書等

に記載される連結損益計算書における営業損益及

び経常損益をそれぞれ損失としないこと。 

上記変更契約の締結により、今後の当社の資金

調達に特段の懸念は存在いたしません。 

 

れ損失としないこと。 

（５）平成 20 年３月 28 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.3 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持

すること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

（６）平成 20 年６月 27 日締結の金融機関との金銭消費貸

借契約に、下記条項が付されております。 

 ①本決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の

部の合計金額を、（ⅰ）18.6 億円、もしくは（ⅱ）直前決

算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の

合計金額の 75％、のいずれか大きい金額以上に維持

すること。 

 ②本決算期の末日における連結損益計算書における営

業利益および経常利益をそれぞれ損失としないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・修正箇所 開示資料 60 ページ「重要な後発事象」 

修正前 修正後 

当事業年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（2009 年 3 月 31 日） 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

（１）シンジケートローン等による資金調達に伴う財務制

限条項の変更について   

 期末日現在、当社が締結しておりますシンジケートロ

ーン契約及び一部の金銭消費貸借契約には「注記事項

（貸借対照表関係）※４ 財務制限条項」に記載した財務

制限条項が定められております。 
  当事業年度において、当社は当該財務制限条項に抵

触いたしました。しかしながら、本件は大規模な不採算

店舗のスクラップを早期に実施したこと及び当事業年度

に新規出店が重なったことによる一時的な要因によるも

のであること等を関係金融機関に説明し、シンジケート

ローン契約及び一部の金銭消費貸借契約の財務制限

条項は 2009 年５月 20 日付で下記の通り変更されまし

た。 

①平成21年３月期末日における報告書等に記載され

る連結貸借対照表の純資産の部の金額を６億円以

上に維持し、平成 22 年３月期末日及びそれ以降の

各事業年度末日における報告書等に記載される連

結貸借対照表の純資産の部の金額を、（ⅰ）６億

円、若しくは、（ⅱ）直近の事業年度末日における報

告書等に記載される連結貸借対照表の純資産の部

の合計金額の75％、のいずれか大きい金額以上に

維持すること。 

②平成 22 年３月期の第２四半期会計期間末日（平成

21 年９月末日）及びそれ以降の各事業年度末日及

び各第２四半期会計期間の末日における報告書等

に記載される連結損益計算書における営業損益及

び経常損益をそれぞれ損失としないこと。 

 この結果、財務制限条項への抵触は解消され、本シン

ジケートローン契約に基づき新たな資金調達を行いまし

た。 

（２）シンジケートローンの元本延滞と延滞状態の解消に

ついて 

 当社は 2009 年３月 31 日に返済期限が到来したシン

ジケートローン契約の元本 450,000 千円及び 250 千米

ドルの返済を延滞しておりましたが、2009 年４月 30 日

付で当該元本を弁済し、延滞状態を解消いたしました。 
 また、2009 年５月 14 日付でかかる事由に基づく期限

の利益喪失の請求を行わない旨の確認を関係金融機

関より得ております。 

 

 


