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平成 18年３月期    決算短信（連結） 平成18年５月10日 

上 場 会 社 名 株式会社フィデック               上 場 取 引 所 東 

コード番号 8423                      本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.fidec.co.jp） 

代 表 者 役 職 名 代表取締役    氏名 深田 剛 

問合せ責任者 役 職 名 取締役財務部長  氏名 早崎 努  ＴＥＬ （03）3580－3555 

決算取締役会開催日      平成18年５月10日 

米国会計基準採用の有無    無 
 
１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(1) 連結経営成績                  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 営業収益 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
2,212    34.9  
1,639    52.9  

百万円   ％ 
766    68.7  
454    189.5  

百万円   ％ 
715    62.5  
439    177.0  

 

 当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

営業収益 
経常利益率 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
403    68.4  
239    186.9  

円 銭 
8,340  09 
30,294  74 

円 銭 
7,211 29 
28,300  07 

％ 
11.6  
28.2  

％ 
3.9  
4.4  

％ 
32.3  
26.8  

(注)①持分法投資損益     18年３月期  －百万円  17年３月期  －百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年３月期   48,364株  17年３月期   7,906株 

③会計処理の方法の変更   無 

④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前年期増減率であります。 
 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
23,289    
13,356    

百万円 
5,687    
1,293    

％ 
24.4  
9.7  

円   銭 
106,218   58  
149,882   58  

(注)期末発行済株式数(連結)  18年３月期    53,544株 17年３月期    8,630株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
△ 11,284    
△ 1,138    

百万円 
△  462    
△  32    

百万円 
8,738    
4,355    

百万円 
2,551    
5,560    

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   １社   持分法適用非連結子会社数   ０社   持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ０社   (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社   (除外)   ０社 
 
２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 
 

中間期 
通  期 

百万円 
1,272    
2,952    

百万円 
353    
1,022    

百万円 
204    
593    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  3,527円74銭 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、

上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。なお平成19年３月期（予想）の１株当た

り当期純利益は、平成18年4月1日に効力が発生した株式分割（１対３）後の株数を基に、期首に株式分割

が行われたものとして算出しております。また平成18年４月末までになされた旧商法第341条ノ８の規定に

基づく新株引受権の行使を考慮しております。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社１社（㈲ジェイアンドエフ接骨師協会）並びに非連結子会社２社（富帝

克信息技術（上海）有限公司及び㈱フィデック・アミューズメント・トラスト）により構成されております。 

当社グループは売掛金の流動化を行う「C.Fダイレクト」事業を展開しております。当該事業の内容ならびに当社

及び子会社の位置付けは以下のとおりです。 

 

当社の提携先が従来社内で行っていた買掛金管理事務及びシステム運営を当社にアウトソースすることにより当

社で提携先の買掛金を確定し、その上で提携先の納入業者側の要望に応じて納入業者が提携先に対して有する売

掛金債権を当社が早期に買い取ることにより、納入業者は当社の提携先に納品を行った後最速当日に売掛金を資

金化することが可能となるサービスであり、当社が早期に買い取った債権については、提携先が予め定めている

支払日に回収を行っております。連結子会社の㈲ジェイアンドエフ接骨師協会においては療養費に特化して「C.F

ダイレクト」事業を展開しており、保険請求事務のアウトソーシング及び柔道整復師に対する療養費の早期支払

サービスを提供しております。 

富帝克信息技術（上海）有限公司は、伝票入力業務に関するコスト削減のため平成17年７月に法人化し「C.Fダイ

レクト」事業において、当社が提携先からアウトソーシングで請け負った伝票入力業務の一部を行っております。 

㈱フィデック・アミューズメント・トラストは、「C.Fダイレクト」の仕組みを、アミューズメント業界に応用し、

アミューズメント施設内の遊戯機器に関する早期立替払いを行うサービスを行うことを目的として、平成17年７

月に設立をしており、現在事業準備中であります。 

 

 

（注）㈱フィデック・アミューズメント・トラスト（非連結子会社）は、現在事業準備中であるため、事業の系統

図には記載しておりません。 

当 社： ㈱ フィデック ㈲ ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｴﾌ 
接骨師協会 
（連結子会社） 

提携先 保険者 

提携先の納入業者・外注先・下請業者等 

買掛金 
管理事務の 
アウトソース 

債権譲渡 債権買取代金支払 

買取債権 
代金支払 買取債権 

代金請求 

債権譲渡 債権買取 
代金支払 

療養費支払 療養費請求 

療養費 
請求事務 
ｱｳﾄｿｰｽ 

療養費 
請求事務 
業務委託 

提携先 

買取債権 
代金支払 買取債権 

代金請求 

富帝克信息技術 
（上海）有限公司 
（非連結子会社） 

伝
票
入
力 

事
務
委
託 

保険者 

柔道整復師 

買掛金 
管理事務の 買取債権 
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２．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、「旧態依然とした金融業界において、既存の概念を破壊し、新しいデファクトスタンダードを

構築すること」、そして「あらゆる産業の血液であるキャシュ・フローの無駄な滞留を除去する事により、産業、

特に中小企業の成長に寄与する」という経営理念を掲げております。 

従来、中小企業の資金調達については、大きなマーケットとニーズがあるにも関わらず、そのリスクの高さや業

務の煩雑さゆえ、そのニーズを十分に満たすサービスが見受けられませんでしたが、当社グループは金融サービス

とアウトソーシングサービスを融合させるという、従来の金融サービスとは異なるアプローチを採ることで、この

問題点を解決する方法を見出し、現在は中小企業が有する売掛金の流動化を行う「C.Fダイレクト」事業を展開して

おります。 

当社グループの存在及びビジネスが世の中に認知され、利用されることが、日本の中小企業を支援することとな

り、ひいては長期的な日本の発展に寄与するという強い信念をもっており、今後においても継続的に中小企業を支

援してまいる所存です。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、収益状況に対応した株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、財務体質の強化、

競争力の強化及び将来の成長に備えるための内部留保の充実等を総合的に勘案し決定することを基本方針としてお

ります。 

平成18年３月期においては自己資本比率が24.4％に上昇し財務体質が改善したこと、また経営成績も予定通り順

調に推移していること、更に平成17年12月26日には東京証券取引所市場第一部に市場変更し信用力及び資金調達力

が向上し、今後株主の皆様に安定的な配当を継続して行うための基盤が整ったと認識するに至りました。 

このため平成18年６月開催予定の第７回定時株主総会に平成18年３月期（第７期）の期末配当を実施することを

付議することを決定しております。 

今後におきましても、経営基盤をより強固なものにし、企業価値の向上および株主の皆様への利益還元に努める

所存です。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は投資家層の拡大を図り株式の流動性を高めるため、平成18年３月31日現在の最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき３株の割合をもって分割いたしました。今後につい

ても当社の業績、株価の推移、株主数及び株式市況を総合的に勘案し、更に幅広い投資家層が投資しやすい環境整

備をしてまいる所存です。 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループは、（１）に記載のとおり、当社グループの存在及びビジネスが世の中に認知され、利用されるこ

とが、日本の中小企業を支援することになると考えているため、目標とする経営指標の第一に「C.Fダイレクト」事

業において買い取る売掛金債権の取扱累計高及びサービス導入企業数を掲げております。次に量の拡大に伴うスケ

ールメリットを享受すべく低コスト経営を強化し経常利益率の向上に努めてゆく所存です。 

 

（５）中期的な経営戦略 

当社グループは中小企業の資金繰りを改善すべく、「顧客企業のキャッシュ・フロー極大化のために、金融サー

ビスとアウトソーシングサービスを融合させた新たなキャッシュフロー・インフラを提供する」という中長期的な

ビジョンのもと、現在展開している「C.Fダイレクト」事業の更なる拡大を図るほか、今後は当該事業を通じて培っ

たノウハウやネットワークを活用するとともに、周辺環境に臨機応変に対応し収益機会を的確にとらえながら、新

基軸となる事業開発を行うことを通じて、企業の多様な金融ニーズに応えてゆける事業基盤を築き、高い成長性と

安定した収益性を両立してまいる方針です。 

当社グループが展開する事業には社会的意義があり、市場規模も大きいにも関わらず開拓が進んでいない分野で

あること、さらに景気動向にも左右されないという特徴があると認識しており、永続的な成長を実現し企業価値を

極大化してゆく所存です。 

なおこれらを実現するために「（６）会社の対処すべき課題」に記載してあります課題に取り組んでまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

当社が課題として認識している点は以下のとおりであります。 

① 提携先の拡大 

当社の業容拡大及び事業リスクの分散のためにはまず提携先を増やす必要があると認識しております。 

当社グループの「C.Fダイレクト」事業はアウトソーシングと金融を融合した事業であるため、新規の提携先を

獲得するためには信用力および資金力が欠かせない要素となります。 

当該提携先の社数は平成17年３月期末日において35社、さらに同18年３月末日で56社と順調に増加をして

おり、平成17年12月には東京証券取引所市場第一部に市場変更し、信用力・知名度ともに以前に比べ向上、営

業ルートも増加し、顧客獲得基盤は改善しつつあると考えております。 

一方で、依然として現状は業界内での認知度は低いと認識しております。したがって今後の高い成長性と安定

した収益性の基盤作りのために、当社並びに「C.Fダイレクト」の信用力・知名度を高めるべくブランディング

を早期に行うと同時に、新規提携先開拓のための営業体制を強化し、顧客獲得基盤を築いてまいります。 

 

② 財務基盤の強化 

当社は提携先の納入業者から債権を買い取っているため、当該事業を拡大するために機動的な資金調達を行う

必要があります。平成17年８月に公募増資を実施し自己資本を増強し財務体質の改善がなされたこと、また東京

証券取引所市場第一部に市場変更し信用力が向上したことが寄与し金融機関からの資金調達コストは順調に下が

っております。 

また当連結会計年度においては、当社が買い取った債権の流動化に積極的に取り組むことで総資産の圧縮にも

努め、自己資本比率は24.4％に向上いたしました。 

今後においても経営環境の変化に柔軟に対応できるよう、直接金融、間接金融を活用した機動的な資金調達、

内部留保の充実を行うとともに総資産の圧縮に努め一層財務体質を強化してまいる所存です。 

 

③ 人材の確保及び育成環境について 

当社の事業拡大を支えるのは既存概念にとらわれない柔軟な発想力と新しいことへのチャレンジに積極的に取

り組む実行力がある人材にほかならないと認識しております。このため人材の確保においては新卒採用に積極的

に取り組み、平成18年４月には17名の新卒社員が入社しております。また育成環境についても新卒社員は入社

後すぐに実務を経験することにより、いちはやく即戦力となれるような体制を敷いております。更に全社員を対

象にした新規事業への公募制度の導入及び当該新規事業への取り組みが人事評価に反映されるような人事評価制

度の採用を行っており、柔軟な発想力を持ち続けられる企業文化の形成に注力してゆく所存です。 

 

④ 事業領域の拡大 

当社の強みは、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた新しい売掛金流動化ビジネスモデルを

他社に先駆けて展開し、中小企業の資金調達に新しい選択肢を提案していることであります。当該ビジネスモデ

ルを推進する一環として、平成18年４からは保証会社と提携することを通じて、当社サービス「C.Fダイレクト」

導入していない企業向けの債権の買い取りを可能にするスキームを構築し売掛金流動化事業のサービス対象範囲

を拡大いたしました。今後においてもこれまで培ったノウハウを活用し事業の多角化を図り、企業の多様な金融

ニーズに応えてゆける事業基盤を築いてまいる所存です。 

 

 ⑤ 内部管理体制の強化 

当社は上場会社として株主利益を最大化させるため、適切な管理体制を維持強化すべく、取締役会による経営

リスクの低減且つリターンの拡大に努めるとともに、経営方針に即した事業計画の立案、予算実績管理の精度向

上、内部監査体制の強化、諸規則等の整備及び運用体制の充実を通じて社内統制機能の強化に取り組み、平成17

年12月26日には東京証券取引所市場第一部に市場変更をいたしました。今後においても更に高度な管理体制を確

立してまいる所存です。 

 

以上の施策を実施することで、経営理念として掲げております「旧態依然とした金融業界において、既存の概

念を破壊し、新しいデファクトスタンダードを構築すること」を実現し、中小企業の資金繰りの改善に貢献して

まいります。 

 

（７）親会社に関する事項 

  当社は親会社が存在しないため、該当事項はありません。 
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３．事業等のリスク 

 

(1）金利変動の影響について 

 当社グループは、納入業者が保有している提携先に対する売掛金の買取資金を、主に金融機関からの借入

により調達しているため、金利変動の影響を受けております。当社グループといたしましては、直接金融を

含めた資金調達手段を多様化することにより、資金調達コストの低減を図る方針であります。 

 ただし、市場金利の上昇した場合、また金融情勢が変化し自己資金調達ができない等の場合には、当社グ

ループの資金調達コストが上昇することとなるため、債権の買取価格に当該コストが十分に反映できない場

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。 

 

(2）買取債権の回収リスクについて 

 当社グループの「C.Fダイレクト」事業は、提携先企業の納入業者の要望に応じて、当該納入業者が有する

提携先企業に対する売掛金債権を当社が早期に買い取り、売掛金を資金化するサービスであるため、提携先

のデフォルトリスクは当社グループが負うこととなります。 

 当社グループといたしましては、業務契約締結時における信用調査、日常の買掛金管理業務を通じた提携

先に対する信用状態の確認等を実施すること、また当社が提携先から買い取った債権を流動化することによ

り、債権回収リスクの低減を図っておりますが、提携先における業績悪化、経営破綻等が生じ、当社グルー

プが有する債権の回収が困難となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3）競合等の影響について 

①既存の金融サービスとの競合について 

 当社グループの「C.Fダイレクト」事業同様、債権流動化に係るサービスにつきましては、銀行、信託銀行

等が提供している一括決済方式、売掛金担保融資、ファクタリング会社が提供しているファクタリング等が

あります。他の金融機関が提供しているサービスと比較して、「C.Fダイレクト」事業は、相対的に小口かつ

短期の売掛債権を対象としていることより、他サービスとの棲み分けが図られているものと認識しておりま

す。加えて、迅速性、簡便性の点においても「C.Fダイレクト」に優位性があるものと考えております。 

 ただし、当社グループと比較して、銀行、信託銀行等は規模、知名度、信用力等の面から優位にあること

より、当該事項が当社の営業推進上、不利に作用する場合があります。 

 当社グループといたしましては、業容の拡大等により、知名度、信用力等の向上を図っていく方針ではあ

りますが他社と競合関係が生じた際に、信用力等の面により、営業推進上、支障が生じる可能性があります。 

 

②新規参入について 

 当社グループの「C.Fダイレクト」事業は、第三者から模倣されるリスクに対して、現在、ビジネスモデル

特許の申請等、知的財産権の確保を図っているところでありますが、ビジネスモデル特許の取得の可否に係

る見通しについては不明であります。 

 当社グループといたしましては、仮にビジネスモデル特許を取得できず、他社が当社の「C.Fダイレクト」

事業と類似したサービスを展開した場合であっても、買掛金管理業務等の受託を含めたサービスの提供方法

にノウハウがあると考えているため、当社グループに優位性があるものと考えておりますが、現時点では、

当社の将来的な競争力について判断することは困難であります。 

 さらに、今後、新たな債権流動化に係るサービスが登場し、当該サービスとの間に競合が生じることも想

定されますが、競合が生じた際に「C.Fダイレクト」の優位性が維持できない場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4）提携先への依存度について 

 当社グループの営業収益は、提携先の納入業者から債権を買い取ることにより得られる債権買取収益と当

該提携先から直接得られる業務委託収益から構成されております。そのため、営業収益における提携先に対

する実質的な依存度については、債権買取収益と業務委託収益の合計額に基づき判断する必要があります。 

 当社グループの取扱累計高における株式会社ドン・キホーテ向けの割合は、平成17年３月期においては

36.1％、平成18年３月期においては25.9％となっております。また営業収益における株式会社ドン・キホー

テに対する実質的な依存度は平成17年３月期においては57.5％、平成18年３月期においては45.8％となって

おります。 

 同じく当社グループの取扱累計高における株式会社ゼクス向けの割合は、平成17年３月期においては
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34.9％、平成18年３月期においては47.7％となっております。また営業収益における株式会社ゼクスに対す

る実質的な依存度は平成17年３月期においては17.5％、平成18年３月期においては26.1％となっております。 

 当該２社とは当社の創業時から取引を行っており、今後においても円滑な取引関係が継続するものと考え

ておりますが、他の提携先の開拓により当該２社への営業収益における依存度の合計は相対的に低下してお

ります。 

 ただし、何らかの事由の発生等により、当該２社との取引が縮小された場合または業務契約が解消された

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。 

 なお、「第２、２、(3）販売実績」にて注記されている株式会社ドン・キホーテに対する営業収益に係る

数値については、同社から直接得られる業務委託収益を記載しております。 

 

(5）事業体制について 

①経営者への依存について 

 当社グループの「C.Fダイレクト」事業は、当社の代表取締役である深田剛が考案したビジネスモデルに基

づき事業化されたものであります。また、ビジネスモデルの考案以外においても、深田剛は、当社の代表取

締役として当社の経営方針および戦略の決定に重要な役割を果たしております。当社グループといたしまし

ては、他の取締役に権限を委譲する等、代表取締役深田剛に過度に依存しない体制の構築を進めております

が、何らかの要因により、代表取締役の業務執行が困難となった場合には、当社グループの事業展開に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

②情報セキュリティについて 

 当社グループは、提携先の仕入先情報等、企業の機密事項に係る情報を取り扱っているため、監視カメラ 

の設置、指紋認証による入退室管理、アクセス権限の限定的付与、専用ソフトの導入等、情報管理について 

は留意しております。また平成18年３月には情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得を 

いたしました。 

 このように、当社グループは提携先の情報流出を防止する体制を構築しているため、提携先の情報が外部 

に流出する可能性は極めて低いものと認識しておりますが、何らかの事由により、提携先の情報が外部流出 

した場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

③富帝克信息技術（上海）有限公司の設立について 

 当社は、買掛金の管理事務のアウトソーシング業務におけるコスト削減を行うことを目的として、平成17

年７月に上海に富帝克信息技術（上海）有限公司を設立いたしましたが、現地における政治体制の変動、法

律・税制の改正、紛争・自然災害・伝染病等の発生等、不測の事態が生じた場合には、同社の円滑な運営に

支障が生じる可能性があります。 

 

(6）法的規制について 

 当社の業務内容である売掛金債権の買い取りは、「貸金業の規制等に関する法律」上の「貸金業」に該当

しないため、同法の規制を受けておりません。また、「債権管理回収業に関する特別措置法」上の「債権管

理回収業」にも該当せず、同法の規制対象ともなっておりません。 

 ただし、今後、当社業務について新たな法的規制の制定、外部環境の変化等に伴う現行法の解釈の変化、

または、他社が提供している業務に係る規制緩和等が生じた場合には、当社のビジネスモデルの変更、競合

の激化等により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

(7）新株予約権等について 

 当社はストックオプション制度を採用しております。 

 当該制度は、商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を付与する方式により当

社取締役、当社従業員および社外コンサルタントに対して付与を行ったものであります。 

 これらの新株予約権等は平成18年４月末日現在で合計8,475株となり、発行済株式総数および新株予約権に

よる潜在株式数の合計の4.8％を占めております。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１

株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、今後も優秀な人材の確保やコンサルタントの当

社への参加意識を高めるために同様のストックオプション制度を継続して実施していくことを検討しており

ます。従いまして、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は

希薄化する可能性があります。 
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４．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）における日本の経済は、米国株式市場の急落や

日中政府間の関係悪化、平成17年６月下旬以降の原油高などが懸念材料となったものの、国内では企業や銀行

の構造調整が完了し、雇用者数の改善や人件費の増加が進み、設備投資についても底堅さを増す方向性が確認

されました。一方中国などが消費市場として台頭しその恩恵を享受しだしたこと、日本企業の国際競争力の回

復によりデフレへの適応力向上の兆しが見受けられるという状況でありました。 

当社グループは提携先が従来社内で行っていた買掛金管理事務及びシステム運営を当社にアウトソースする

ことにより当社で提携先の買掛金を確定し、その上で提携先の納入業者側の要望に応じて納入業者が提携先に

対して有する売掛金債権を当社が早期に買取ることにより、納入業者は当社の提携先に納品を行った後、最速

当日に売掛金を資金化することが可能となるサービスを提供しております。 

このため当社グループが属する業界はアウトソーシング業界および金融業界でありますが、第一にアウトソ

ーシング業界におきましては、上述のとおり昨今企業の構造調整、収益改善の過程において、固定費削減やコ

ア業務への経営資源の集中を行う経営体質を強固なものにするため、ビジネス・プロセス・アウトソーシング

を積極的に採り入れるニーズが高まってきているため、追い風の事業環境が継続しております。 

次に金融業界においては、大手金融機関は従来から、大口・長期の売掛金債権の流動化は取り組んできたも

のの、中小企業がもつ小口・短期債権の迅速な流動化については市場規模やニーズが大きいにも関わらず、債

権の実在性の確認の難しさや、事務手続きの煩雑さ等を理由として十分にそのニーズを満たすサービスがあり

ませんでした。しかしながら当社サービスは小口・短期債権を迅速かつ簡便な手段で流動化するサービスとし

て、主に中小企業に受け入れられ、中小企業の資金繰り改善に寄与しながら、順調に債権の買い取りを伸ばし

て参りました。 

また、子会社の有限会社ジェイアンドエフ接骨師協会におきましては、業界でもまだ導入例の少ない療養費 

を立替払いするサービスを充実させ、順調に債権の買取りを行っております。 

以上のような経営環境の下、当社は中小企業の資金繰りを支援するという社会的意義のある、且つ時流に沿 

った事業展開を続けることにより、当連結会計年度における業績は、提携先の拡大に努め債権の買取りを順調

に伸ばした結果、取扱累計高190,340百万円（前年同期比66.7％増）、営業収益2,212百万円（前年同期比34.9％

増）、経常利益715百万円（前年同期比62.5％増）、当期純利益403百万円（前年同期比68.4％増）を計上する

ことができました。 
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（２）販売の状況 

 

当連結会計年度の取扱累計高は次のとおりであります。 

 
業 種 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日  
 至 平成18年３月31日） 前年同期比 

小売・卸売業（千円） 58,277,112 121.2％ 

建設・不動産業（千円） 105,433,286 192.6％ 

製造業（千円） 6,609,350 －  

サービス業（千円） 5,575,072 108.7％ 

その他の事業（千円） 14,445,552 230.6％ 

合計 190,340,374 166.7％ 

（注）取扱累計高は、「C.Fダイレクト」事業において行った買取債権の額面金額の合計を記載しております。なお、 

上記表のうち建設業・不動産関係の業者が持つ債権のうち、検収終了前等の理由により回収期間が確定しな 

い債権については、当社の回収リスクを限定的にするために、当社と提携先間で短期間の回収期間（通常1ヶ 

月間）を定めており、当該回収期間ごとに一つの債権買取取引として累計をしております。 

 

当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。 

 
営業収益 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日  
 至 平成18年３月31日） 前年同期比 

C.Fダイレクト事業（千円） 2,212,618 134.9％ 

合計 2,212,618 134.9％ 

（注）１．当連結会計年度における㈱ドン・キホーテに対する営業収益は472,824千円（21.4％）であります。 

２．当社では「C.Fダイレクト」事業は金融サービスとアウトソーシングサービスを融合した不可分一体の事

業であるためセグメント区分は行っておりませんが、営業収益における債権買取収益と業務委託収益の

内訳は、以下のとおりであります。 

 

営業収益の内訳 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日  
 至 平成18年３月31日） 前年同期比 

債権買取収益（千円） 1,656,628 143.9％ 

業務委託収益（千円） 547,845 112.2％ 

その他収益 （千円） 8,143 －  

合計 2,212,618 134.9％ 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（３）財政状態 

当連結会計年度においては買取債権の増加およびこれに伴う借入金の増加により資産合計は23,289百万円、

負債合計は17,602百万円となりました。また自己資本については平成17年８月に公募増資を行ったこと及び

利益剰余金の増加により5,687百万円となり、この結果当連結会計年度における自己資本比率は24.4％に改善

いたしました。なお、債権売却によってオフバランスされた買取債権残高は7,974百万円であります。 

また当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が

692百万円、金融機関からの融資拡大による短期借入金および長期借入れの増加、株式発行による収入があっ

たものの、買取債権の増加による支出により、前連結会計年度末に比べ3,008百万円減少し、当連結会計年度

における資金残高は2,551百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は11,284百万円となりました。これは主に事業の拡大にともなう買取債権の

増加による支出によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は462百万円となりました。これは業務提携を目的とした投資有価証券の取得

および本社移転に伴う有形固定資産、本社移転に伴う差入保証金の増加によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は8,738百万円となりました。これは金融機関からの融資拡大による短期借入

金および長期借入れの増加ならびに平成17年８月に公募増資を行ったことによるものであります。 

 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率 6.2％ 9.7％ 24.4％ 

時価ベースの株主資本比率 － 252.0％ 228.3％ 

（注）各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

   株主資本比率：株主資本／総資産 

   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

 

（４）次期の見通し 

   次期における当社を取り巻く事業環境といたしましては、（１）経営成績に記載のとおり、昨今企業の収益

構造改善の過程においてアウトソーシングが活用されその傾向が今後も継続してゆくこと、また中小企業の資

金繰り支援策として、従来の間接金融に替わる新たな資金調達手段として売掛金債権の流動化へのニーズが更

に高まっていくと予想され、当社にとっては追い風の事業環境が当面は継続するといえます。 

このような環境の下、当社グループでは他社にさきがけて展開している「C.Fダイレクト」事業の信用力・知

名度を高めながら新規提携先を獲得すると同時に資金調達力を強化し、提携先の納入業者が提携先に対して保有

する売掛金債権の買取りを積極的に行ってゆく方針であります。 

以上の結果、翌連結会計年度における取扱累計高290,301百万円（前年同期比52.5％増）、営業収益2,952百万

円（同33.4％増）、経常利益1,022百万円（同43.0％増）、当期純利益593百万円（同47.0％増）を見込んでおり

ます。 
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５．連結財務諸表等 

(1)【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   5,560,505   2,551,620   

２．買取債権 ※1･2  7,613,289   18,896,522   

３．売掛金   6,302   6,308   

４．前払費用   23,303   38,868   

５．繰延税金資産   21,243   29,785   

６．未収入金   25,258   109,403   

７．その他   2,151   881,006   

貸倒引当金   △  4,247   △ 3,129   

流動資産合計   13,247,806 99.2  22,510,387 96.7 9,262,580 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  17,034   56,310    

減価償却累計額  5,417 11,616  2,653 53,656   

(2)その他  37,969   60,440    

減価償却累計額  18,753 19,215  27,436 33,004   

有形固定資産合計   30,832 0.2  86,661 0.3 55,828 

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   20,483   44,061   

(2)電話加入権   357   357   

無形固定資産合計   20,840 0.2  44,419 0.2 23,578 

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※３  6,220   253,935   

(2)差入保証金   49,657   135,684   

(3)長期営業債権 ※４  －   237,498   

(4)その他 ※３  872   20,521   

(5)繰延税金資産   －   388   

投資その他の資産合計   56,749 0.4  648,028 2.8 591,279 

固定資産合計   108,423 0.8  779,109 3.3 670,686 

資産合計   13,356,229 100.0  23,289,496 100.0 9,933,266 
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．短期借入金 ※１  9,125,187   11,984,332   

２．1年以内返済予定の 

長期借入金 
  213,200   1,338,600   

３．未払法人税等   177,504   206,503   

４．預り金 ※５  2,020,470   2,666,313   

５．賞与引当金   14,720   17,520   

６．その他   181,142   258,859   

流動負債合計   11,732,224 87.9  16,472,128 70.7 4,739,903 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   323,600   1,110,000   

２．その他   455   20,000   

固定負債合計   324,055 2.4  1,130,000 4.9 805,944 

負債合計   12,056,280 90.3  17,602,128 75.6 5,545,848 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   6,462 0.0  － － － 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※６  393,670 2.9  2,389,514 10.3 1,995,844 

Ⅱ 資本剰余金   500,750 3.8  2,496,652 10.7 1,995,902 

Ⅲ 利益剰余金   398,402 3.0  801,765 3.4 403,363 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   664 0.0  △ 566 0.0 △ 1,230 

資本合計   1,293,486 9.7  5,687,367 24.4 4,393,880 

負債、少数株主持分及び資本合計   13,356,229 100.0  23,289,496 100.0 9,933,266 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 営業収益   1,639,768 100.0  2,212,618 100.0 572,849 

Ⅱ 金融費用   135,955 8.3  156,797 7.1 20,842 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,049,410 64.0  1,289,115 58.3 239,705 

営業利益   454,402 27.7  766,704 34.6 312,301 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  579   48    

２．受取配当金  －   82    

３．雇用奨励金収入  700   －    

４．和解金収入  －   5,000    

５. 連結調整勘定償却  －   4,723    

６．その他  640 1,919 0.1 1,126 10,980 0.5 9,060 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  3,586   20,515    

２．為替差損  25   －    

３．新株発行費  1,984   23,722    

４．上場関連費用  10,761   18,370    

５．その他  － 16,357 1.0 75 62,683 2.8 46,325 

経常利益   439,964 26.8  715,001 32.3 275,036 

Ⅵ 特別利益         

１．賞与引当金戻入  －   5,304    

２．貸倒引当金戻入  7,855 7,855 0.5 1,118 6,422 0.3 △1,433 

Ⅶ 特別損失         

１．本社移転損失 ※２ －   28,718    

２. その他  － － － 35 28,753 1.3 28,753 

税金等調整前当期純利益   447,820 27.3  692,670 31.3 244,849 

法人税、住民税及び事業税  212,930   297,588    

法人税等調整額  △ 7,419 205,510 12.5 △ 8,542 289,046 13.1 83,535 

少数株主利益   2,778 0.2  260 0.0 △ 2,517 

当期純利益   239,531 14.6  403,363 18.2 163,831 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   108,250  500,750 392,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

増資による新株の発行  392,500 392,500 1,995,902 1,995,902 1,603,402 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   500,750  2,496,652 1,995,902 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   158,870  398,402 239,531 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

当期純利益  239,531 239,531 403,363 403,363 163,831 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   398,402  801,765 403,363 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  447,820 692,670  

減価償却費  10,894 24,002  

連結調整勘定償却  － △   4,723  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △  7,855 △   1,118  

賞与引当金の増減額（減少：△）  6,210 2,800  

受取利息及び受取配当金  △   579 △    130  

支払利息  3,586 20,515  

為替差損益（差益：△）  25 △    37  

新株発行費  1,984 23,722  

本社移転損失  － 28,319  

買取債権の増減額（増加：△）  △3,563,412 △11,283,232  

営業貸付金の増減額（増加：△）  － △  881,000  

長期営業債権の取得による支出  － △  237,498  

未払金の増減額（減少：△）  44,665 △   19,146  

預り金の増減額（減少：△）  2,015,282 665,843  

前受収益の増減額（減少：△）  20,027 102,719  

未払消費税の増減額（減少：△）  15,345 △    6,351  

その他  △  25,082 △   95,500  

小計  △1,031,087 △10,968,144 △ 9,937,057 

利息及び配当金の受取額  579 130  

利息の支払額  △  3,601 △   20,420  

本社移転損失の支払額  － △   21,364  

法人税等の支払額  △ 104,567 △  275,169  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,138,677 △11,284,968 △ 10,146,290 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △  11,364 △   81,088  

有形固定資産の売却による収入  － 4,280  

無形固定資産の取得による支出  △  15,000 △   34,877  

投資有価証券の取得による支出  △  2,400 △  244,790  

非連結子会社株式の取得による支出  － △   5,000  

連結子会社出資金の追加取得による支出  － △    2,000  

非連結子会社出資金の取得による支出  － △   15,440  

差入保証金の預託による支出  △   816 △  135,480  

差入保証金の返戻による収入  － 49,453  

貸付による支出  △  3,950 －  

貸付金の回収による収入  1,798 2,151  

その他  △   362 △       68  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  32,093 △  462,861 △  430,768 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減（純額）  3,273,154 2,859,144  

 長期借入れによる収入  470,000 2,400,000  

 長期借入金の返済による支出  △  33,200 △  488,200  

 株式の発行による収入  645,515 3,967,962  

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,355,470 8,738,907 4,383,436 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △    25 37 62 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  3,184,673 △ 3,008,885 △ 6,193,558 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,375,831 5,560,505 3,184,673 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  5,560,505 2,551,620 △ 3,008,885 
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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 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

㈲ジェイアンドエフ接骨師協会 

 

(1)連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

㈲ジェイアンドエフ接骨師協会 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

富帝克信息技術（上海）有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、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）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

持分法を適用していない主要な非連

結子会社 

富帝克信息技術（上海）有限公司 

非連結子会社は、いずれも当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に

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

適用範囲から除外しております。 

また、関連会社はありません。 

３．連結子会社の決算日に関

する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

 

同左 

 

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 

有価証券 

            

 

 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物          ３～15年 

車両運搬具         ３年 

工具器具備品      ４～15年 

 

イ 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物          ３～15年 

車両運搬具         ６年 

工具器具備品      ４～15年 

 

 ロ 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年)

に基づいております。 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

 ハ 長期前払費用 

均等償却を行っております。 

 

ハ  

              

 (3)重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権等の貸倒損失に備えるため、当社

及び連結子会社は一般債権については貸

倒実績率により、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 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当期負担額を計上

しております。 

 

ロ 賞与引当金 

同左 

 

 

(4)重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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。 

 

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。 

 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (6)重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。ま

た、金利スワップ取引については金利ス

ワップの特例処理の要件を満たしてい

る場合には、特例処理を適用しておりま

す。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改

善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象について

は取引開始以前及び毎決算期末に個別

取引毎のヘッジ効果を検証しておりま

すが、ヘッジ対象の資産または負債とヘ

ッジ手段について元本、利率、期間等の

重要な条件が同一である場合には、毎決

算期末の検証を省略することとしてお

ります。 

 

 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 

 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

５年間の均等償却を行っております。

ただし、金額が僅少なものは、発生時一

括償却しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

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 
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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 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

              

 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。 

 
 
 
表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「預り金」（前連結会計年度

5,187千円）については、負債・少数株主持分及び資本の

合計額の100分の５を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、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「預

り金の増減額（減少：△）」（前連結会計年度4,103千

円）については、金額的重要性が増したため、当連結会

計年度より区分掲記しております。 

 

 (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「未払

金」(当連結会計年度は64,001千円)、「未払費用」(当

連結会計年度は17,912千円)、「未払消費税等」(当連結

会計年度は13,060千円)、「前受収益」(当連結会計年度

は163,565千円)は、負債、少数株主持分及び資本の合計

額の100分の５以下であるため、流動負債の「その他」

に含めて表示することにしました。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

    買取債権          4,710,077千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    短期借入金         2,548,687千円 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

    買取債権          2,395,718千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    短期借入金         1,375,000千円 

 

※２ 買取債権 

建設・不動産向け等で長期にわたる工事に関する

債権（未成工事受入金及び完成工事未収入金）が

3,679,000千円含まれております。 

 

※２ 買取債権 

建設・不動産向け等で長期にわたる工事に関する

債権（未成工事受入金及び完成工事未収入金）が

10,105,000千円含まれております。 

 

※３  

              

 

※３ 非連結子会社及び関係会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券           5,000千円 

投資その他資産 

その他（出資金）         15,440千円 

 

※４  

              

 

※４ 長期営業債権 

住宅ローンに関する差入保証金の返還請求権であ

ります。 

 

※５  

              

 

※５ 預り金 

当社の支払代行業務にかかる一時預り金が

2,657,165千円含まれております。 

 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式8,630株であり

ます。 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式53,544株であ

ります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  販売促進費 293,935千円 

  役員報酬 91,000千円 

  給料手当 110,492千円 

  雑給 162,487千円 

  賞与引当金繰入額 14,720千円 

  減価償却費 10,894千円 

  地代家賃 63,984千円 

   

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  販売促進費 321,540千円 

  役員報酬 104,100千円 

  給料手当 139,184千円 

  雑給 144,011千円 

  賞与引当金繰入額 17,520千円 

  減価償却費 24,002千円 

 

 

※２  

              

 

※２ 本社移転損失は、建物の除却費用6,955千円、移

転にかかる原状回復費等21,763千円であります。 

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定         5,560,505 

預入期間が３か月を超える定期預金     －  

現金及び現金同等物        5,560,505  

 

（千円） 

現金及び預金勘定         2,551,620 

預入期間が３か月を超える定期預金     －  

現金及び現金同等物        2,551,620  

 

  

 

 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

 

              
 
１年内 2,311千円

１年超 2,311千円

合計 4,622千円 
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（有価証券関係） 

 

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

（1）株式 3,700 4,820 1,120 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

合計 3,700 4,820 1,120 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 1,400 

 

 

当連結会計期末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額 （千円） 

差額（千円） 

（1）株式 106,290 105,335 △ 954 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

合計 106,290 105,335 △ 954 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

非連結子会社株式  

 非上場株式 5,000 

その他有価証券  

 非上場株式 143,600 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

(3)取引の利用目的 

デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理によ

っております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理の要件を満たしている場合は、有効性の評価を省

略しております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

市場金利の変動によるリスクを有しております。な

お、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

１．取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

同左 

 

(2)取引に対する取組方針 

同左 

 

 

(3)取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

 (4)取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

(5)取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

２．取引の時価等に関する事項 

同左 
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（退職給付関係） 

    前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日） 

     該当事項はありません。 

 

    当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

     該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18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 

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） 

未払事業税             12,913千円 

貸倒引当金              1,728 〃 

賞与引当金              5,991 〃 

その他                             610 〃 

繰延税金資産合計            21,243千円 

 

  （繰延税金資産） 

未払事業税             19,774千円 

貸倒引当金              1,273 〃  

賞与引当金               7,130 〃  

その他                           1,995 〃  

繰延税金資産合計          30,174千円 

 

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金             455千円 

繰延税金負債合計            455千円 

繰延税金資産の純額           20,788千円 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％） 

法定実効税率               40.7 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目     1.2 

留保金課税                  3.7 

その他                     0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率      45.9  

 

（％） 

法定実効税率               40.7 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目     1.3  

住民税均等割                 0.3  

その他                    △0.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率      41.8  
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31

日） 

当社及び連結子会社の事業は、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させたキャッシュフロー・インフラを提

供する「C.Fダイレクト事業」の単一事業のため、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。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31

日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31

日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

（関連当事者との取引） 

 

前連結会計年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 149,882円58銭 

１株当たり当期純利益金額 30,294円74銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

28,300円07銭 

  

 
１株当たり純資産額 106,218円58銭 

１株当たり当期純利益金額 8,340円09銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

7,211円29銭 

  
 当社は平成17年５月20日付けで株式１株につき５株の

株式分割を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 
29,976円52銭 

１株当たり当期純利益 
6,058円95銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 

5,660円01銭 

 

 （注） １株当たり当期純利益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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 239,531 403,363 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 239,531 403,363 

期中平均株式数（株） 7,906 48,364 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 558 7,571 

（うち新株引受権（株）） （399） （5,210） 

（うち新株予約権（株）） （159） （2,361） 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

平成17年３月４日の取締役会決議に基づき、株式分割

による新株式を発行しております。 

 

(1)平成17年５月20日付けを持って普通株式１株を５株
に分割する。 

(2)分割により増加する株式数 
 普通株式  34,520株 
(3)分割方法 
平成18年３月31日現在の最終の株主名簿及び実質株
主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１
株につき５株の割合をもって分割する。 

(4)配当起算日 
平成17年４月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 
10,652円35銭 

１株当たり純資産額 
29,976円52銭 

１株当たり当期純利益 
2,426円00銭 

１株当たり当期純利益 
6,058円95銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしていな

いため、期中平均株価が

把握できませんので記

載しておりません。 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

5,660円01銭 

 

平成18年２月２日の取締役会決議に基づき、株式分割

による新株式を発行しております。 

 

(1)平成18年４月１日付けを持って普通株式１株を３株
に分割する。 

(2)分割により増加する株式数 
 普通株式  107,088株 
(3)分割方法 
平成18年３月31日現在の最終の株主名簿及び実質株
主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１
株につき３株の割合をもって分割する。 

(4)配当起算日 
平成18年４月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 
9,992円17銭 

１株当たり純資産額 
35,406円19銭 

１株当たり当期純利益 
2,019円65銭 

１株当たり当期純利益 
2,780円03銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

1,886円67銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

2,403円76銭 

 

 

 

 



 

 28 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

              

 

平成17年６月28日開催の定時株主総会及び平成18年４

月19日開催の取締役会に基づき、当社取締役、当社監査

役、当社従業員に対し、商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づき新株予約権の付与（ストックオプショ

ン）を行っております。 

ストックオプションの内容 

(1)発行する株式の種類：普通株式 

(2)対象株式数：当社取締役 1,560株 

当社従業員 1,470株 

当社監査役  270株 

(3)権利行使価額：321,173円 

(4)付与対象者：当社取締役    ３名 

当社従業員    30名 

当社監査役   １名 

(5)権利行使期間： 

平成19年６月29日から平成26年６月末日まで 

 

 


