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平成 23 年６月 13 日   
各  位 

会 社 名 ： プロミス株式会社  

代表者名： 代表取締役社長 久保 健 

問 合 せ先 ： 広 報 部 長 青木 一之 

電話番号： （03）3213－2545  

（コード番号 8574   東証第一部） 

 
 

（訂正） 「平成２３年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結）」の一部訂正について 

 
平成 23 年５月 13 日に発表いたしました「平成 23 年３月期 決算短信」につきまして、記載内容の

一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正を要する箇所及び

訂正した箇所には下線を付しております。 

 

記 

 
【訂正箇所】55ページ 

４．連結財務諸表 
（８）連結財務諸表に関する注記事項 
(金融商品関係) 

当連結会計年度（自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31日） 
２． 金融商品の時価等に関する事項 
(注 4) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
＜訂正前＞ 

（単位：百万円） 
 １年以内 

１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

短期借入金 72,416 ─ ─ ─ ─

社債 59,300 88,100 49,900 8,400 ─

長期借入金 150,952 85,435 35,211 16,190 7,485

合計 282,668 173,535 85,111 24,590 7,485

 

＜訂正後＞ 
（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

短期借入金 72,416 ─ ─ ─ ─

社債 59,300 88,100 49,900 8,000 400

長期借入金 150,952 85,435 35,211 16,190 7,485

合計 282,668 173,535 85,111 24,190 7,885
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【訂正箇所】65ページ 

４．連結財務諸表 
（８）連結財務諸表に関する注記事項 
(税効果会計関係) 
                 ＜訂正前＞                                     ＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(平成 23 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 23 年３月 31 日) 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

＜省略＞ 

  繰越欠損金 207,231 百万円

  その他 4,638 百万円

繰延税金資産小計 359,159 百万円

評価性引当額 △356,002百万円

繰延税金資産合計 3,157 百万円
  

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

＜省略＞ 

  繰越欠損金 189,035 百万円

  その他 4,638 百万円

繰延税金資産小計 340,963 百万円

評価性引当額 △337,806 百万円

繰延税金資産合計 3,157 百万円
  

 

 

【訂正箇所】71ページ 

４．連結財務諸表 
（８）連結財務諸表に関する注記事項 
(セグメント情報等) 

(関連情報) 
当連結会計年度（自 平成 22年４月１日 至 平成 23年３月 31日） 
１  製品及びサービスごとの情報 

＜訂正前＞ 
     (単位：百万円) 

 金融事業 保証事業 サービサー事業 その他 合計 

外部顧客からの営
業収益 

188,174 33,067 13,112 4,075 238,427

 

＜訂正後＞ 
     (単位：百万円) 

 金融事業 保証事業 サービサー事業 その他 合計 

外部顧客からの営
業収益 

188,173 33,067 13,111 4,074 238,427
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【訂正箇所】96ページ 

５．個別財務諸表 
（７）個別財務諸表に関する注記事項 
(税効果会計関係) 
                 ＜訂正前＞                                    ＜訂正後＞ 

当事業年度 
(平成 23 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 23 年３月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

＜省略＞ 

 繰越欠損金 195,448 百万円

 その他 4,311 百万円

繰延税金資産小計 357,228 百万円

評価性引当額 △357,228 百万円

繰延税金資産合計 ―百万円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

＜省略＞ 

 繰越欠損金 177,252 百万円

 その他 4,311 百万円

繰延税金資産小計 339,032 百万円

評価性引当額 △339,032 百万円

繰延税金資産合計 ―百万円 

 

 

【訂正箇所】103ページ 

６．その他 
（１）その他の指標 

 
                                           ＜訂正前＞                 ＜訂正後＞ 

当連結会計年度 当連結会計年度 

(平成 23 年３月 31 日) (平成 23 年３月 31 日) 項目 

連結 単独 連結 単独 

  ＜省略＞ ＜省略＞ 

貸倒償却額  (百万円) 151,741 133,982 164,024 143,558

   

 

以上 


