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決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 6 日           配当支払開始日  平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無  有（１単元 100 株） 
親会社等の名称 ＮＩＳグループ株式会社（旧 株式会社ニッシン）（コード番号：8571） 
親会社等における当社の議決権所有比率 69.3％ 
 
１． 18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 
 (1)経営成績          （注）本中間決算短信及び添付書類中の金額は、表示単位未満を切り捨てております。 
 営業収益 営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

1,098 （  73.4）
633 （△ 0.8）

△   30 （  －）
17 （△18.3）

△  23  （    －）
23  （△ 1.3）

18 年 3 月期 1,327 （   3.2） △ 126 （  －） △ 108  （   －）
 
 中間（当期）純利益 １株当たり 

中間（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
 百万円   ％     円  銭      円  銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

△ 154  （  －）
6  （△55.4）

△ 34  25 
1  48 

－ － 
－ － 

18 年 3 月期 △ 193  （  －） △ 42 81 － － 
 (注)①持分法投資損益 18 年 9 月中間期    －百万円  17 年 9 月中間期     －百万円   18 年 3 月期   －百万円 
     ②期中平均株式数 18 年 9 月中間期 4,518,000 株  17 年 9 月中間期  4,518,000 株   18 年 3 月期 4,518,000 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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期（前期）増減率 
 
 (2)財政状態 
 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

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

 14,488 
 8,988 

2,080 
2,434 

14.4 
27.1 

460   47 
538  95 

18 年 3 月期 10,921 2,236 20.5 495  09 
(注)①期末発行済株式数  18 年 9 月中間期 4,518,000 株  17 年 9 月中間期 4,518,000 株  18 年 3 月期 4,518,000 株 
    ②期末自己株式数    18 年 9 月中間期  357,000 株  17 年 9 月中間期  357,000 株  18 年 3 月期  357,000 株 
 
(3)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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

△3,114 
311 

0 
△13 

   3,860 
 △186 

      1,222 
 1,211 

18 年 3 月期 △2,438 △10   1,823     475 
 
２．19 年 3月期の業績予想（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 

百万円 百万円 百万円

通 期   2,486     131    △63 

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △13 円 94 銭 

 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 0.00 0.00 0.00 

19 年 3 月期（実績） 0.00 ― 

19 年 3 月期（予想） ― 0.00 
0.00 

 
 

※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想の前提

条件、その他の関連する事項につきましては、添付資料 4～8ページをご覧下さい。 



【添付資料】 

 

1．企業集団の状況 

 

当社は、親会社であるＮＩＳグループ株式会社（平成18年10月１日付で株式会社ニッシンより社名変更、以

下「ＮＩＳグループ」という）以外に子会社及び関連会社がないため、該当する事項はありません。 

 

2．経 営 方 針 

 

(1)経営の基本方針 

当社は、親会社であるＮＩＳグループの一員として、ＮＩＳグループが提供する総合金融サービスを九州

地区において推進し、融資事業にとどまらない多様な商品・サービスの提供を実施してまいります。 

当社は、ＮＩＳグループの「人間尊重」、「正直営業」、「誠実経営」といった経営理念の下、「事業主

様のあらゆるニーズに対応すべく努力し、お客様とともに利益を生み出すことで社会に貢献する」という強

い使命感をもって、事業に取り組み、永年にわたり地盤としている九州地区において最も活力のある企業を

目指してまいります。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な課題として位置付けており、事業環境、業績動

向及び将来における事業展開などを総合的に判断しながら配当を行っていく方針を採っており、配当政策に

ついては、配当性向30％を目安としております。しかしながら、平成18年10月31日付「特別損失の計上及び

業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成19年３月期通

期業績において当期純損失となる見通しとなったことから、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、期

末配当の実施を見送らせていただきます。 

また、内部留保資金の使途に対する考え方としては、コアビジネスである融資事業のほか、将来への戦

略投資などに活用し、経営体質の充実強化と業績の向上に役立てていく方針であります。 

なお、当社は、業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、また、優秀な人材を確保

することを目的としてストック・オプション制度を採用しており、今後も同制度を継続的に採用することに

より、当社の業務に従事する者に対する利益と株主利益を一層連動させ、株主価値の拡大に努めていく所存

であります。 

 

 (3)目標とする経営指標 

当社は、ステークホルダーを意識した経営に努め、資本の効率的運用と財務体質の強化を図り、収益性

を向上させるため、目標とする経営指標として自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）と自己資本比率を重視して

おります。最近においては、利息返還損失引当金の見積方法の変更や貸倒引当金を厳密に見積もったことな

どにより中間純損失となったこと、および営業資産の大幅増加に伴い自己資本比率は低下しておりますが、

今後とも目標とする経営指標の向上および適正水準の確保に努めてまいります。 

－  － 
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(4)中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

当社は、コアビジネスである商業手形割引およびローン事業といった融資事業を一層強化するとともに、

ＮＩＳグループが永年にわたり蓄積してきた与信ノウハウ、債権管理ノウハウ、人的資源、資金力、情報等

のあらゆる経営資源を最大限に活用し、新たな商品・サービスの提供を行うことで収益源の多様化及び収益

構造の変換を図り、安定的に収益を上げられる体制の構築に努めてまいります。 

具体的には、以下の事項に取り組んでいく方針であります。 

 

①営業資産ポートフォリオの見直し 

当中間会計期間においては、証書貸付が大幅に増加し、融資残高に占める構成比も上昇しておりますが、

中期的には規制金利の影響を受けない商業手形割引、不動産ファイナンスなど担保貸付の構成比を上昇さ

せ、営業資産ポートフォリオの見直しを図り、法規制等による影響を受けにくい強い企業体質にしていく

方針であります。 

 

②業務提携先の拡大 

貸付事業における販売チャネルの拡大を図るため他企業との戦略的提携を積極的に推進しており、今後

も新たな提携先の開拓に努めてまいります。当中間会計期間においては、ビービーネット株式会社（本

店：大阪市北区、代表取締役社長 田中 英司、大証ヘラクレス市場上場、証券コード2318）の子会社で

あるビービーネットファイナンス株式会社（本店：大阪市北区、代表取締役社長 末永 一樹）と顧客紹

介に関する業務提携を開始しましたが、今後とも提携先を増加させていく方針であります。 

 

③債権管理体制の強化 

営業資産の増加に伴い、債権管理体制を強化することを目的として、平成18年10月１日付をもって、調

査部を新設し、営業管理部（平成18年10月１日付で廃止）管轄下の債権管理課の機能を調査部に移管して

おります。今後、債権管理・回収に係わる業務フローの見直し、増員による債権管理体制の強化、人材育

成と専門性の向上により、貸倒関連費用の増加抑制に努めてまいります。 

 

④資金調達先の開拓 

事業拡大のために必要不可欠な資金調達について、親会社であるＮＩＳグループ、既存の取引金融機関

に加えて新規調達先の開拓を強化していく方針であります。なお、当中間会計期間においては、金融機関

２行から新規調達を行いました。当社は、今後とも安定的に資金調達ができる体制の整備に努めてまいり

ます。 

 

 (5)内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部監査は、社長直属の内部監査部４名が担当し、会計監査及び業務監査を実施しております。

内部監査では、営業部門及び管理部門の業務執行に関し、内部牽制が適正に働いているか、また社内規程に

基づき適切な業務運営がなされているか監視しております。 

なお、最近１年間においては、平成18年３月中旬までは経営企画室（現総務部総合企画課）が内部監査

業務を行っておりましたが、平成18年３月下旬に内部監査専従者３名を増員いたしましたほか、平成18年６

月１日付で経営の透明性向上と法令遵守の徹底及び充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築すると共

に、内部監査体制を一層強化することを目的として内部監査部を新設し、内部監査業務を経営企画室（現総

務部総合企画課）から移管し、不正の発見・防止およびその改善を行っております。 

－  － 
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3．経営成績及び財政状態 

 

(1)経営成績（当中間会計期間の概況） 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などが継続し、国内景気は着実

な回復を続けました。 

事業者向け貸金業界においては、顧客層である中小企業の資金需要が景気回復に伴って拡大するプラス要

因はあるものの、法制度改正（出資法の貸付上限金利の見直しをめぐる論議の高まりなど）の動きに加えて、

金融機関のビジネスローン強化など業態を超えた競争が激化するなど全般的に厳しい状況で推移いたしまし

た。 

当社においては、従来の融資業務にとどまらず、親会社であるＮＩＳグループ及びグループ各社と協力し、

総合的な金融サービスを、グループ会社を通じてワンストップでお客様に提供していくことなどにより顧客

満足度の向上を図るとともに、貸付事業における販売チャネルの拡大を図るため他企業との戦略的提携を積

極的に推進してまいりました。当中間会計期間においては、商業手形割引は前中間会計期間末比31.8％減の

1,429,690千円と減少したものの、ローン事業においてはＮＩＳグループとのシナジー効果やノウハウの導

入、および営業地盤である九州地域の資金需要の増加などもあり、営業貸付金残高は前中間会計期間末比

147.9％増の10,589,821千円となりました。 

また、営業収益は、営業貸付金の大幅増加に伴い、前中間会計期間比73.4％増の1,098,606千円となりま

した。営業費用については、親会社であるＮＩＳグループからの借入れが増加したものの、金融機関を含め

た調達金利が低下したため、前中間会計期間比7.8％減の93,333千円となりました。 

なお、平成18年10月13日付で日本公認会計士協会より公表された｢消費者金融会社等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い｣（業種別委員会報告第37号）に基づき、将来にわたる

利息の返還請求に備えるため、利息返還損失引当金の見積方法を変更したことに伴い、当該繰入額を販売費

及び一般管理費に94,568千円、過年度相当額として特別損失に39,785千円計上しております。これにあわせ

て、貸倒引当金を厳密に見積もったこと、および融資残高が大幅に増加したことから、貸倒引当金繰入額を

販売費及び一般管理費に335,541千円、過年度相当額として特別損失に162,304千円計上しております。 

一方、平成18年４月７日開催の取締役会において、人事制度見直しの一環として、平成18年５月末におい

て退職一時金制度を廃止することを決議し、退職金の打切り支給を行った結果、退職給付引当金戻入益

62,242千円を特別利益に計上しております。 

以上の結果、経常損失は23,809千円、税引前中間純損失は166,932千円となりました。なお、税効果会計

の適用においても制度改正の論議等の貸金業を取り巻く環境を踏まえ、スケジューリングを検討した結果、

税効果会計の適用可能額が縮小し、154,770千円の中間純損失となりました。 

－  － 
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(2)財政状態 

①資産及び負債並びに純資産の状況 

当中間会計期間末の資産合計は、商業手形が減少したものの、証書貸付を中心として営業貸付金が大幅に

増加し、前事業年度末比32.7％増の14,488,091千円となりました。 

負債合計は、長期借入金の減少および退職一時金制度の廃止に伴う退職給付引当金の取崩しがあったもの

の、営業貸付金の大幅増加に伴い親会社であるＮＩＳグループからの借入れが増加した結果、関係会社短期

借入金が増加し、前事業年度末比42.9％増の12,407,653千円となりました。 

純資産合計は、当中間会計期間において154,770千円の中間純損失となり、△154,770千円の繰越利益剰余

金を計上した結果、前事業年度末比7.0％減の2,080,438千円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動において、営業貸付

金が大幅に増加したことなどにより3,114,836千円の資金の減少となったものの、財務活動において、関係

会社短期借入金が増加したことなどにより3,860,860千円の資金の増加となった結果、1,222,552千円（前事

業年度末は475,670千円）となりました。 

 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、営業活動による資金の減少は3,114,836千円（前中間会計期間は311,013千円の

資金の増加）となりました。 

これは、商業手形は減少したものの、証書貸付を中心として営業貸付金が大幅に増加したためなどであり

ます。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、投資活動による資金の増加は858千円（前中間会計期間は13,808千円の資金の

減少）となりました。 

これは、自動車リース契約の締結に伴い、当社所有の車両運搬具をリース契約先に売却したことなどによ

るものであります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、財務活動による資金の増加は3,860,860千円（前中間会計期間は186,889千円の

資金の減少）となりました。 

これは、営業貸付金の大幅増加に伴い親会社であるＮＩＳグループからの借入れを行った結果、関係会社

短期借入金が増加したためなどであります。 

 

(3)通期の見通し 

通期（平成19年３月期）の見通しについては、当中間会計期間に引き続き融資残高は順調に推移するこ

とを見込み、営業収益は2,486百万円、経常利益は131百万円を計画しております。しかしながら、当中間会

計期間に計上した特別損失の影響が通期についても残るほか、税効果会計の適用範囲についても当中間会計

期間同様に保守的に見積もり、63百万円の当期純損失を予測しております。 

－  － 
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(4)事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中に

おける将来に関する事項は、本中間決算短信提出日現在において、当社が判断したものであります。 

ただし、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではなく、将来発生する重要かつ予測不可能

な事項等により、新たなリスクが発生する可能性があります。 

 

①ローン事業に関する規制について 

・貸付金利の規制について 

貸付金利については、「出資法」により貸付上限金利は年29.2％と定められており、当社は出資法上の規

制金利以下の金利を上限として貸付を行っております。 

平成15年８月１日に公布された「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律の一部を改正する法律」（以下、「改正貸金業規制法・出資法」という）において、規制

金利については改正貸金業規制法・出資法の施行後３年（平成19年１月）を目処として、必要な見直しを行

うとされております。 

一方、「利息制限法」第１条第１項においては、利息の最高限度（元本が10万円未満の場合年20％、10万

円以上100万円未満の場合年18％、100万円以上の場合年15％により計算した金額）の超過部分については無

効とするとされており、当社の提供するローン商品の貸出金利には、当該金利を超過する部分があります。

この超過部分については、「貸金業規制法」における「みなし弁済規定」の要件をすべて充足している場合

には、有効な利息の債務の弁済とみなすとされております。しかしながら、近年「みなし弁済」に関する任

意性の要件について非常に厳格に解釈された最高裁判例が出てきております。こうした司法判断を受けて、

平成18年４月１日に「貸金業規制法」第18条（受取書面の記載事項）、平成18年７月１日に同法第17条（契

約書面の記載事項等）に係る施行規則が改正され、一定の厳格な条件を満たす場合のみ例外的にグレーゾー

ン金利の取得を認める「みなし弁済規定」も極めて限られた範囲のみ認められるといった状況にあります。 

これらにより、「利息制限法」に定められた利息の最高限度を超過する部分に対する返還請求がノンバン

ク業界全体で増加しており、当社においても当該損失に備え、引当金（利息返還損失引当金）を計上してお

ります。 

なお、平成18年10月13日付で日本公認会計士協会より公表された「消費者金融会社等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（業種別委員会報告第37号）に基づき、将来にわたる

利息の返還請求による損失に備えるため、当中間会計期間より利息返還損失引当金の見積方法を変更してお

ります。 

また、平成18年10月31日付で、第165回国会に「貸付上限金利の引下げ」によるグレーゾーン金利の撤廃

を含め、貸金業法全般に渡る改正を内容とする、貸金業法改正法案が提出されております。こうした環境の

中で利息返還請求による利息返還金が想定以上に大幅に増加した場合等には、当社の財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

－  － 
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・業務に関する規制について 

当社は、「貸金業の規制に関する法律」の適用を受けており、各種の業務規制（過剰貸付け等の禁止、貸

付条件等の掲示、貸付条件の広告等、誇大広告等の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、白

紙委任状の取得の制限、取立て行為の規制、債権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制等）を受けて

おります。 

なお、平成16年１月１日（一部は平成15年９月１日施行）に「改正貸金業規制法・出資法」が施行され、

貸金業登録制度の強化、営業活動及び取立て行為に係る規制の強化並びに無登録営業及び出資法の上限金利

違反に対する罰則の引上げ等が行われております。また、平成18年４月11日付で「貸金業の規制等に関する

法律」第17条（書面の交付）、第18条（受取証書の交付）に係る施行規則が改正され、貸金業者による顧客

への書面交付義務等が厳格化されております。 

また、金融庁は「事務ガイドライン」を平成17年４月22日に改正し、利用者保護の徹底を図るため、貸金

業者の説明責任を強化するとともに説明責任を果たすための体制整備を強く求めております。また、金融庁

は同ガイドラインを平成17年10月14日に改正し、貸金業者に対して取引履歴の開示義務を判示した最高裁判

決を踏まえ、その貸金業規制法上の位置づけについて周知、明確化を図る等しております。 

当社は、関係法令の遵守を徹底しておりますが、今後の金融庁の方針変更や法令等の改正等の内容によっ

ては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②その他の業務関連の規制等について 

・「個人情報保護法」 

平成17年４月１日付で「個人情報保護法」が全面施行され、関連省庁より個人情報に関するガイドライン

が制定されました。同法において、個人情報取扱事業者は、各種の義務（利用目的の特定、及び制限、適正

な取得及び取得に際しての利用目的の通知、データ内容の正確性の確保、安全管理に関する措置、従業員及

び業務の委託先の監督、第三者への提供の制限、本人からの開示等の要求への対応）を負っております。 

当社は、「個人情報保護法」及びその他関連法令等の要求に従うべく、管理体制を整備しており、継続的

に管理体制の点検を行っておりますが、何らかの事由により個人情報漏洩等が発生する事態となった場合に

は、当社の営業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・「本人確認法」 

平成15年１月６日に「本人確認法」が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認及び取引記録の保存

に関する措置が定められ、金融機関等の顧客管理体制の整備促進が求められております。 

当社は、「本人確認法」に則った業務を行っておりますが、この法令が改正された場合又は、当社の事業

に影響を与える新たな法令等が施行された場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

・「改正民法」 

民法を国民に理解し易いものとするため、その文体や現代語化を行うとともに、融資に関して保証人が過

大な責任を負いがちな保証契約（特に根保証契約）について、その契約内容を適正化することを目的とする

「改正民法」が平成17年４月１日に施行されました。その改正事項として「極度額（限度額）の定めのない

根保証契約の無効」並びに「根保証した保証人は元本確定期日までの間に行われた融資に限り保証債務を負

担する」こととし、「主たる債務者や保証人が強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合、

死亡した場合には、根保証した保証人は、その後に行われた融資については保証債務を負担しない」ことと

し、「根保証契約を含む保証契約は、契約書の書面等によってしなければ無効」になることとしました。 

当社は、同法の趣旨に鑑み、業務手続及び契約書面の検証等、必要な対応を行っておりますが、今後の同

法の改正等により業務運営体制の再構築の必要性が生じた場合には、当社の営業活動に影響を及ぼす可能性

があります。 

－  － 
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③債務者保護を目的とした法的手段の多様化及び法改正による影響 

近年、個人債務者が債権者からの保護を求めることのできる法的手段の多様化及び規制緩和が進んでおり

ます。平成12年２月17日に「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(以下、「特定調停

法」)が施行されたことにより、支払不能に陥るおそれのある債務者が調停委員会を通じて、債務の減額や

返済期間の繰延べ等の調整を行うことが可能となっております。また、調停中における差押え等の民事執行

手続き停止についても、従来の民事調停手続きと比較して要件が緩和されております。また、平成13年４月

に「民事再生法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、経済的破綻状態にある債務者が破産宣

告を受けることなく、簡易かつ迅速にローン返済の繰延べ等を行うことが可能となっております。 

これら法的手段の多様化や規制緩和の影響を受け、特定調停法または民事再生法の適用を申請する顧客が

増加しております。 

さらに、平成17年１月１日に「改正破産法」が施行されたことにより、特に破産と免責の手続きの一本化

及び破産者の手元に残る自由財産の範囲の拡大等、債務者保護の立場から破産手続きの簡素化、合理化及び

迅速化が図られております。 

一般的に、特定調停法または民事再生法が適用された場合は、少額の回収が可能ですが、破産申立が行わ

れた場合には全額が回収不能となる可能性が高まります。 

平成12年10月の弁護士の業務広告に関する規定の施行により、弁護士の広告宣伝が可能になったほか、平

成15年４月１日の「司法書士法」の改正により、司法書士の簡易裁判所における和解及び民事調停等手続き

が一部可能となっており、様々な規制緩和等によって債務者が弁護士又は司法書士に相談するケースが増加

してきております。 

現時点では、これらの法律及び規制緩和が当社の事業に及ぼす影響を判断することは不可能でありますが、

この傾向が継続する場合には、返済期限や支払期日の延期等の法的保護を求める顧客が増加し、その結果と

して延滞債権が増加した場合には、貸倒引当金の積み増しが必要となり、当社の財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

④親会社との関係について 

・取引関係 

ＮＩＳグループは、平成18年９月30日現在、当社議決権69.3％を所有する当社の親会社であります。 

ただし、当社は、資本関係のみを理由とした親会社の企業グループとの取引は行わないことを基本方針と

しており、親会社の企業グループとの取引を行う場合については、経済的合理性があり、グループシナジー

効果が期待できるように、諸条件等について市場価格を勘案し、一般的な取引条件と同様に決定した上で、

取引を行っております。 

 

・役員の兼任状況について 

当社は、ＮＩＳグループの九州地域における事業者向け金融部門を担う子会社として位置付けられてお

ります。事業者向け貸金業を展開していくうえで、総合的な金融サービス事業を展開する親会社の企業グ

ループとの協力関係を強化していく必要があります。このことから、親会社との経営情報の共有及び当社

経営方針、事業運営に関する有用な助言を得ること等を目的として、ＮＩＳグループの取締役である嵜岡

邦彦氏、檜垣均氏、野尻明裕氏及び監査役である岸村義基氏を当社社外取締役（嵜岡邦彦氏、野尻明裕

氏）及び監査役（檜垣均氏、岸村義基氏）として招聘しております。 

 

・ＮＩＳグループの管理体制及び経営への関与について 

当社はＮＩＳグループの連結子会社でありますが、ＮＩＳグループは関係会社に対する全般的な管理方針

を定め、ガバナンス上必要と認められる事項に関する報告や資料の提出を求めることにより、関係会社の指

導または育成を通じて、関係会社の業務の円滑化及び適正化を図っております。 

また、平成18年９月末におけるＮＩＳグループの当社議決権所有比率は69.3％であるため、ＮＩＳグルー

プの事業戦略、経営方針または財務状態等が当社の経営方針や事業計画に影響を与える可能性があります。 

－  － 
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⑤経営環境上の要因について 

・経済環境の変化について 

わが国経済は回復基調で推移しておりますが、今後、経済環境が再び悪化する場合には、当社の顧客層の

中核である中小企業の業績悪化等に伴う貸倒関連費用の増加や新規顧客数が減少する可能性があり、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・異業種からの参入による競争激化について 

金融機関を含めて異業種から当業界に対する新規参入が増加し、良質顧客をめぐる競争は激しさを増して

きております。今後、良質顧客の獲得が十分にできなかった場合または良質顧客を奪われた場合は、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・業界全般及び当社に対するネガティブな報道、不祥事の影響 

当社の従業員または取締役によって、越権行為、無断で行った処理または失敗した処理の隠蔽、機密情報

の不正使用及び個人情報の漏洩などの不祥事が発生した場合、法的な制裁及び責任を負うことになるほか、

当社の信用及び財政状態に深刻な被害等をもたらす可能性があります。 

内部統制については、重要な経営課題として認識し取り組んでおりますが、将来にわたり常に不祥事を防

止または検知できるとは限りません。また、当社内において未然に防止できたとしても、業界全体に影響を

与えるような同業他社の不祥事によって顧客側に有利な法律または規則の導入が行われた場合は、当社の信

用および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥資金調達について 

・調達金利の変動について 

当社は資金調達先として、親会社であるＮＩＳグループのほか、地方銀行、信用金庫等から借入れを行っ

ております。なお、調達金利は金利情勢等の影響を受けますが、貸金業における貸付上限金利は出資法の規

定により29.2％に制限されているため、今後、金利情勢の変化により調達金利が上昇した場合、調達コスト

の上昇分を貸付金利に反映させることは容易でないため、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

・特定の取引先等について 

当社の資金調達総額（短期借入金、関係会社短期借入金、１年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金

の合計）に対する親会社であるＮＩＳグループからの資金調達比率が、平成17年９月末－％、平成18年９月

末50.7％となっているほか、金融機関からの調達状況として、㈱福岡銀行からの資金調達比率が、平成17年

９月末28.9％、平成18年９月末15.5％、㈱山口銀行からの資金調達比率が、平成17年９月末25.4％、平成18

年９月末13.8％、福岡ひびき信用金庫からの資金調達比率が、平成17年９月末25.8％、平成18年９月末

10.6％、と上位調達先に対する依存度が高くなっております。 

なお、金融機関との取引関係は長期にわたり安定的に推移しております。 
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4.中間財務諸表等 

 

(1)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※2.5 1,545,448 1,557,577 810,076 

２．商業手形 ※2.5 2,095,070 1,429,690 2,132,530 

３．営業貸付金 ※２ 4,272,176 10,589,821 6,885,031 

４．その他  83,773 259,010 214,582 

貸倒引当金  △ 15,588 △ 264,420 △ 26,282 

流動資産合計   7,980,881 88.8 13,571,679 93.7  10,015,938 91.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)土地 ※２ 532,595 532,595 532,595 

(2)その他 ※1.2 151,292 136,161 146,108 

有形固定資産合計   683,888 7.6 668,757 4.6  678,704 6.2

２．無形固定資産   16,457 0.2 15,329 0.1  15,469 0.2

３．投資その他の資産    

(1)長期営業債権 ※３ 384,417 － 360,007 

(2)破産更生債権等  － 417,186 － 

(3)その他  171,671 127,549 156,006 

貸倒引当金  △ 248,982 △ 312,411 △ 304,529 

投資その他の資産
合計 

  307,106 3.4 232,324 1.6  211,484 1.9

固定資産合計   1,007,452 11.2 916,412 6.3  905,658 8.3

資産合計   8,988,333 100.0 14,488,091 100.0  10,921,597 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金 ※2.6 1,498,000 1,480,000 1,400,000 

２．関係会社短期借入
金 

※６ － 6,100,000 1,700,000 

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※2.6 2,319,638 1,699,425 1,711,680 

４．未払法人税等  13,973 3,052 2,649 

５．賞与引当金  33,364 47,588 33,274 

６．利息返還損失引当
金 

 － － 50,000 

７．退職給付引当金  － － 265,571 

８．その他 ※４ 100,372 116,421 118,742 

流動負債合計   3,965,347 44.1 9,446,487 65.2  5,281,917 48.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2.6 2,333,141 2,742,495 3,349,380 

２．退職給付引当金  252,816 － － 

３．役員退職慰労引当
金 

 
－ 

51,485 51,485 

４．利息返還損失引当
金 

 
－ 

165,269 － 

５．その他  2,035 1,915 1,965 

固定負債合計   2,587,992 28.8 2,961,165 20.4  3,402,831 31.1

負債合計   6,553,340 72.9 12,407,653 85.6  8,684,748 79.5

 

－  － 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   482,900 5.4 － －  482,900 4.4

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  471,100 － 471,100 

資本剰余金合計   471,100 5.2 － －  471,100 4.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  50,420 － 50,420 

２．任意積立金  1,515,000 － 1,515,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 10,879 － △ 189,301 

利益剰余金合計   1,576,299 17.5 － －  1,376,118 12.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  5,930 0.1 － －  7,965 0.1

Ⅴ 自己株式   △ 101,236 △ 1.1 － －  △ 101,236 △ 0.9

資本合計   2,434,993 27.1 － －  2,236,848 20.5

負債・資本合計   8,988,333 100.0 － －  10,921,597 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 482,900 3.3  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 471,100 － 

資本剰余金合計   － － 471,100 3.3  － －

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 50,420 － 

(2)その他利益剰余金    

別途積立金  － 1,325,698 － 

繰越利益剰余金  － △154,770 － 

利益剰余金合計   － － 1,221,348 8.4  － －

４．自己株式   － － △101,236 △0.7  － －

株主資本合計   － － 2,074,112 14.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 6,325 0.1  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 6,325 0.1  － －

純資産合計   － － 2,080,438 14.4  － －

負債純資産合計   － － 14,488,091 100.0  － －

    

－  － 
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益    

１．受取割引料  125,760 94,012 252,705 

２．受取利息  505,302 1,000,861 1,069,127 

３．受取手数料  2,626 3,671 5,246 

４．預金利息  50 60 102 

営業収益合計   633,740 100.0 1,098,606 100.0  1,327,181 100.0

Ⅱ 営業費用    

１．再割引料  167 － 167 

２．借入金利息  97,899 91,103 194,018 

３．支払手数料  3,185 2,229 6,005 

営業費用合計   101,252 16.0 93,333 8.5  200,191 15.1

営業総利益   532,487 84.0 1,005,273 91.5  1,126,989 84.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  514,821 81.2 1,035,616 94.3  1,253,962 94.5

営業利益又は営業損
失（△） 

  17,666 2.8 △30,342 △2.8  △ 126,973 △9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,902 1.6 11,215 1.0  18,963 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,200 0.7 4,681 0.4  － －

経常利益又は経常損
失（△） 

  23,368 3.7 △23,809 △2.2  △ 108,009 △8.1

Ⅵ 特別利益 ※３  391 0.1 62,523 5.7  1,925 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4.5  5,484 0.9 205,646 18.7  206,044 15.5

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期)純損
失（△） 

  18,276 2.9 △166,932 △15.2  △312,128 △23.5

法人税、住民税及び事
業税 

※７ 11,552 △12,162 3.363 

法人税等調整額 ※７ － 11,552 1.8 － △12,162 △1.1 △ 122,036 △ 118,672 △8.9

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

  6,723 1.1 △154,770 △14.1  △ 193,456 △14.6

前期繰越利益   4,155 － －  4,155

中間未処分利益又は当
期未処理損失（△） 

  10,879 － －  △ 189,301

    

 

－  － 
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   (3)中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 別途積立金

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日
残高（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,515,000 △189,301 1,376,118 △101,236 2,228,882

中間会計期間中の
変動額 

     

別途積立金の取
崩し（注） 

－ － － － △189,301 189,301 － － －

中間純損失 － － － － － △154,770 △154,770 － △154,770

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の
変動額合計（千
円） 

－ － － － △189,301 34,530 △154,770 － △154,770

平成18年９月30日
残高（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △154,770 1,221,348 △101,236 2,074,112

 

評価･換算差額等  

その他有価証券評
価差額金 

評価･換算差額等
合計 

純資産合計

平成18年３月31日
残高（千円） 

7,965 7,965 2,236,848

中間会計期間中の
変動額 

 

別途積立金の取
崩し（注） 

－ － －

中間純損失 － － △154,770

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額） 

△1,639 △1,639 △1,639

中間会計期間中の
変動額合計（千
円） 

△1,639 △1,639 △156,409

平成18年９月30日
残高（千円） 

6,325 6,325 2,080,438

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

 

－  － 
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(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（自 平成17年４月１日 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

至 平成18年３月31日）

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 

    

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期)純損
失（△） 

 18,276 △  166,932 △  312,128 

減価償却費  6,904 5,650 14,440 

減損損失  5,027 2,235 5,027 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

 14,771 △  265,571 27,527 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

 － － 51,485 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 △    154 14,314 △    244 

利息返還損失引当金の
増減額（減少：△） 

 － 115,269 50,000 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 △   6,719 246,019 59,521 

固定資産売却益  － △     9 △   1,284 

固定資産処分損  457 1,321 911 

受取配当金  △    290 △    146 △    262 

支払利息  97,899 91,103 194,018 

商業手形の増減額（増
加：△） 

 390,824 702,839 356,320 

営業貸付金の増減額
（増加：△） 

 △  38,853 △ 3,704,789 △ 2,630,253 

破産更生債権等の増減
額（増加：△） 

 － △   57,179 － 

再割引手形の増減額
（減少：△） 

 △  52,382 － △  52,382 

その他  △  14,686 △  21,259 6,986 

小計  421,074 △ 3,037,133 △ 2,230,316 

配当金の受取額  290 146 262 

利息の支払額  △  97,573 △  79,539 △   189,559 

法人税等の支払額  △  12,778 △   1,689 △  19,178 

法人税等の還付額  － 3,380 － 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 311,013 △ 3,114,836 △ 2,438,791 

－  － 
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前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入による
支出 

 △  192,491 △  192,810 △  334,105 

定期預金の払戻による
収入 

 192,172 192,191 333,185 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △   5,756 △    458 △   8,604 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 7 5,767 2,007 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △   7,739 △   3,831 △   7,739 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － － 5,000 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △  13,808 858 △  10,257 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる収入  1,298,000 1,300,000 1,298,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △ 1,298,000 △ 1,220,000 △ 1,396,000 

関係会社短期借入れに
よる収入 

 － 4,400,000 2,500,000 

関係会社短期借入金の
返済による支出 

 － － △  800,000 

長期借入れによる収入  600,000 300,000 4,445,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △  764,299 △  919,140 △ 4,201,018 

配当金の支払額  △  22,590 － △22,590 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △  186,889 3,860,860 1,823,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 110,315 746,881 △  625,657 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,101,327 475,670 1,101,327 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 1,211,643 1,222,552 475,670 

     

 

－  － 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

有価証券 有価証券 有価証券 １．資産の評価基準及び評

価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

  中間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。

 中間決算日の市場価格等に

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）を採用しておりま

す。 

 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  時価のないもの  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。 

同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の

方法  定率法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     15～50年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ４～６年 

器具備品   ４～６年 

同左 同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  ソフトウェア（自社利用）

については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)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

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額を計上して

おります。 

同左 同左 

－  － 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3)   ────── (3)利息返還損失引当金 (3)利息返還損失引当金 

  利息制限法の上限金利を超

過して支払った債務者等から

の利息の返還請求に備えるた

め、過去の利息返還実績を踏

まえ、かつ最近の利息返還状

況を考慮し、利息返還見込額

を計上しております。なお、

見積返還額のうち貸付金に充

当される部分については貸倒

引当金として計上しており、

当中間会計期間末における当

該見積返還額141,250千円を貸

倒引当金に含めて計上してお

ります。 

利息制限法の上限金利を超

過して支払った債務者等から

の利息の返還請求に備えるた

め、過去の利息返還実績を踏

まえ、かつ最近の利息返還状

況を考慮し、利息返還見込額

を計上しております。 

  （追加情報） （追加情報） 

  当中間会計期間において、

「消費者金融会社等の利息返

還請求による損失に係る引当

金の計上に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会 

平成18年10月13日 業種別委

員会報告第37号）の公表を受

けたことを契機に、最近の利

息返還関連費用の発生状況を

考慮し、従来の利息返還損失

引当金の見積方法を見直した

結果、前期の見積方法による

引当金計上額との差額を、利

息返還損失引当金繰入額とし

て特別損失に39,785千円計上

しております。 

また、利息返還損失引当金

については、一年内の使用額

を正確に算定できないため、

全額固定負債に計上しており

ます。 

当事業年度より、「リサー

チ・センター審理情報

〔No.24〕「貸金業の規制等に

関する法律」のみなし弁済規

定の適用に係る最高裁判決を

踏まえた消費者金融会社等に

おける監査上の留意事項につ

いて」（日本公認会計士協会 

平成18年３月15日）の公表を

受けて、今後、利息返還損失

引当金の計上が会計慣行とし

て定着すると考えられること

及び期間損益のより一層の適

正化と財務体質の健全化を図

るために利息返還損失引当金

を計上しております。この変

更により、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業損失

及び経常損失並びに税引前当

期純損失がそれぞれ50,000千

円多く計上されております。

－  － 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4)退職給付引当金 (4)   ────── (4)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末におい

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

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理しておりま

す。 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理しておりま

す。 

   （追加情報） 

   平成18年４月７日開催の取

締役会において、平成18年５

月末において退職一時金制度

を廃止し、平成18年６月に退

職金の打切り支給を行うこと

を決議しております。このた

め、従来は固定負債に計上し

ていた退職給付引当金を当事

業年度においては流動負債に

計上しております。なお、平

成18年６月に退職金の打切り

支給（208,680千円）を行った

結果、追加の損失は発生して

おりません。 

－  － 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (5）   ────── (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  平成18年１月26日開催の取

締役会において、平成18年１

月26日開催の臨時株主総会以

前より在任し、引き続き役員

をつとめる者に対して、平成

18年１月26日開催の臨時株主

総会までの在任期間に係る役

員退職慰労金を将来の退任時

に株主総会の承認を受けるこ

とを条件として支払うことと

するものの、以後は役員退職

慰労金の計算をしないことが

決議されたため、平成18年１

月26日現在において役員退職

慰労金規程に基づいて計算し

た金額を計上しております。 

同左 

４．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 

５．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

同左 同左 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。 

(1)収益及び費用の計上基準 (1)収益及び費用の計上基準 (1)収益及び費用の計上基準 

受取割引料及び受取利息は

発生基準により計上しており

ます。なお、未収利息につい

ては、利息制限法利率または

当社約定利率のいずれか低い

方により計上しております。

同左 同左 

(2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 (2)消費税等の会計処理 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税につ

いては税抜方式によっており

ます。なお、控除対象外消費

税等については、当中間会計

期間の費用として処理してお

ります。 

消費税及び地方消費税について

は税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等につ

いては、当期の費用として処理

しております。 

同左 

 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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。

これにより税引前中間純利益は5,027

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該資産の金額から直接控除

しております。 

  当事業年度より、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

により税引前当期純損失は5,027千円

増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該資産の金額から直接控除して

おります。 

────── ────── （利息返還金） 

   利息返還損失引当金の追加情報に

記載してあるように、利息返還損失

引当金の計上が会計慣行として定着

すると考えられること、また、親会

社との会計方針の統一を図るため、

従来、営業外費用に計上していた

「係争関連損失」を当事業年度より

販売費及び一般管理費の「利息返還

金」として計上しております。この

結果、従来と同一の基準を採用した

場合と比較して、営業損失が25,057

千円多く計上されております。 

 なお、営業外費用の「係争関連損

失」から販売費及び一般管理費の

「利息返還金」への変更は当下半期

に行われたため、当中間会計期間は

従来の方法によっております。した

がって、当中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べ、営業利益

が4,200千円多く計上されておりま

す。 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── 

  当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,080,438千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 従来、「長期営業債権」として表示していた破産債

権、再生債権、更生債権、その他これらに準ずる債権

（長期延滞債権を含む）は、勘定科目の内容をより明

瞭に表示するため、当中間会計期間より「破産更生債

権等」に変更しております。 

────── （中間キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債

権等の増減額」は、前中間会計期間は「商業手形の増

減額」、「営業貸付金の増減額」に含めて表示してお

りましたが、キャッシュ・フローの内容をより明瞭に

表示するため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間の「商業手形の増減額」、

「営業貸付金の増減額」に含まれている「破産更生債

権等の増減額」はそれぞれ549千円、△8,445千円であ

ります。 

 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 前事業年度末 
（平成18年３月31日） （平成18年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

285,437千円 258,711千円 280,170千円

※２．担保に供している資産 ※２．  ────── ※２．担保に供している資産 

 短期借入金1,498,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金

2,199,638千円及び長期借入金 

2,333,141千円の債務に対する

担保差入状況は下記のとおりで

あります。 

  １年以内返済予定の長期借入

金80,000千円の債務に対する担

保差入状況は下記のとおりであ

ります。 

 
現金及び預金 185,910千円

商業手形 1,856,831 

営業貸付金 3,419,303 

土地 518,155 

その他(建物・構
築物) 

132,419 

計 6,112,619 
  

    
営業貸付金 88,390千円

計 88,390 
  

    なお、同時に代表取締役社長

大松和正より、短期借入金

1,498,000千円、長期借入金

（１年以内返済予定の長期借入

金を含む）4,652,779千円に対

して債務保証を受けておりま

す。 

※３．長期営業債権 ※３．  ────── ※３．長期営業債権 

長期営業債権については、商

業手形及び営業貸付金のうち、

保証人の状況や債務の弁済状況

から回収に１年以上かかると思

われるもの及び回収に懸念があ

ると思われるものを計上してお

ります。 

 長期営業債権については、商

業手形及び営業貸付金のうち、

保証人の状況や債務の弁済状況

から回収に１年以上かかると思

われるもの及び回収に懸念があ

ると思われるものを計上してお

ります。 
 

回収に1年以上かかる

と思われるもの 
93,765千円 

回収に懸念があると思

われるもの 
290,652 

計 384,417 

うち財務諸表等規則第

32条第１項10号の破産

更生債権等 

281,322 

  

    
回収に1年以上かかる

と思われるもの 
72,801千円

回収に懸念があると思

われるもの 
287,206 

計 360,007 

うち財務諸表等規則第

32条第１項10号の破産

更生債権等 

169,881 

  
※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．  ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左  

－  － 

 

 

21



 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※５．    ────── 

 

※５．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

※５．   ────── 

 

 
 商業手形 159,738千円 

 
※６．   ────── ※６．貸出コミットメント ※６．貸出コミットメント 

 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

ＮＩＳグループ株式会社（平成

18年10月１日付で株式会社ニッ

シンより社名変更）と貸出コ

ミットメント契約（金融機関等

からの借入れに対する保証を含

む）を締結しており、当中間会

計期間末の借入未実行残高等は

次のとおりであります。 
 

貸出コミットメント

及び債務保証の総額
20,000,000千円

借入実行残高 

債務被保証残高 

 6,100,000 

5,921,920 

差引額 7,978,080 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

株式会社ニッシンと貸出コミッ

トメント契約（金融機関等から

の借入れに対する保証を含む）

を締結しており、当事業年度末

の借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

 

 
 

貸出コミットメント

及び債務保証の総額 
10,000,000千円

借入実行残高 

債務被保証残高 

 1,700,000 

6,381,060 

差引額  1,918,940 

   

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
 

不動産賃貸収入 9,067千円
  

 
不動産賃貸収入 8,336千円

  

 
不動産賃貸収入 18,140千円

  
※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．  ────── 

 
係争関連損失 4,200千円

  

 
不動産賃貸費用 4,681千円

  

 
 

  
※３．  ────── ※３．特別利益の主要項目 

退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

 

※３．  ────── 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

減損損失 5,027千円
  

前期損益修正損 162,304千円

利息返還損失引

当金繰入額 
39,785  

減損損失 2,235  
  

 
役員退職慰労金 148,619千円

役員退職慰労引

当金繰入額 
51,485  

減損損失 5,027  
 

（注）前期損益修正損は過年度貸倒

引当金繰入額であります。 

 
 

※５．減損損失 ※５．減損損失 ※５．減損損失 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。 

当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

しました。 
 

場所 用途 種類 その他 

北九州市

八幡西区 
遊休資産 土地 － 

  

 
場所 用途 種類 その他

北九州市

小倉北区
遊休資産

電話加

入権
－ 

  

 
場所 用途 種類 その他

北九州市

八幡西区
遊休資産 土地 － 

  

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（土地）の帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（5,027千円）を

減損損失として特別損失に計上し

ております。 

なお、回収可能価額は、固定資

産税評価額を基にした正味売却価

額により評価しております。 

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（電話加入

権）の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額（2,235千

円）を減損損失として特別損失に

計上しております。 

なお、回収可能価額は、正味売

却価額により評価しております。

当社は、事業者向け貸金業用資

産については各営業店舗ごとに、

賃貸用不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位にグルーピング

を行っております。また、本社設

備については共用資産としており

ます。 

市場価格の著しい下落が認めら

れた上記の遊休資産（土地）の帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（5,027千円）を

減損損失として特別損失に計上し

ております。 

なお、回収可能価額は、固定資

産税評価額を基にした正味売却価

額により評価しております。 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 6,018千円

無形固定資産 886千円
  

 
有形固定資産 4,505千円

無形固定資産 1,145千円
  

 
有形固定資産 12,566千円

無形固定資産 1,874千円
  

※７．当中間会計期間における税金

費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。 

※７．    同左 ※７．  ────── 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式

数（千株） 

当中間会計期間増

加株式数（千株） 

当中間会計期間減

少株式数（千株） 

当中間会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式   

普通株式 4,875 － － 4,875

   合計 4,875 － － 4,875

自己株式   

普通株式 357 － － 357

   合計 357 － － 357

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 
新株予約権の目的

となる株式の種類 前事業年度末
新株予約権の内訳 当中間会計

期間増加 

当中間会計

期間減少 

当中間会計

期間末 

当中間会計

期間末残高

（千円） 

提出会社 ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － 175 2 173 －

合計 － － 175 2 173 －

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）
 

現金及び預金勘定 1,545,448千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△333,804 

現金及び現金同等物 1,211,643 
  

 
現金及び預金勘定 1,557,577千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△335,025 

現金及び現金同等物 1,222,552 
  

 
現金及び預金勘定 810,076千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△334,405 

現金及び現金同等物 475,670 
  

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

──────  

 
（有形固定資産）

その他 

取得価額相当額 14,118千円 

減価償却累計額
相当額 

1,742 

期末残高相当額 12,376 

（注）取得価額相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める未

経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 

  
（有形固定資産）

その他 

取得価額相当額 5,838千円 

減価償却累計額
相当額 

－ 

期末残高相当額 5,838 

（注）取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当額

 

────── １年内 4,032千円

１年超 8,343 

計 12,376 

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。 

１年内 1,167千円

１年超 4,670 

計 5,838 

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

────── 

 

 
支払リース料 1,763千円

減価償却費相当額 1,763 
  

 
支払リース料 －千円

減価償却費相当額 － 
  

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

────── リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。 

同左 

 （減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,364 10,327 

 (2)債券    

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,996 4,615 △381 

合計 17,033 26,979 9,946 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 9,400 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,902 10,865 

 (2)債券    

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,612 4,356 △255 

合計 16,649 27,259 10,610 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 

 

－  － 
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前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 25,640 13,603 

 (2)債券    

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,684 4,440 △243 

合計 16,720 30,081 13,360 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額（千円） 

5,000 － － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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  （ストック・オプション等関係） 

   当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

    当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 

 株式会社アプレック第１回新株予約権証券 

当社取締役4名、監査役１名および従業員（当社就業規

則に定める社員）102名、合計107名 
付与対象者の区分及び人数 

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注） 
普通株式 175,000株 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 該当する事項はありません。 

対象勤務期間 該当する事項はありません。 

権利行使期間 平成18年５月１日から平成21年４月30日まで 

権利行使価格（円） 740 

付与日における公正な評価単価（円） － 

（注）株式数に換算して記載しております。 

－  － 

 

 

29



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

（株式会社ニッシンによる当社株式の公開買付けの賛同について） 

当社は、平成17年11月７日開催の取締役会において、公開買付けにより、当社が株式会社ニッシンを中

核とするＮＩＳグループの一員となることが、当社の顧客提供サービスの幅の拡充へとつながり、つい

ては当社の事業の発展と業績の向上に大きく寄与するものと判断し、株式会社ニッシンによる当社株式

の公開買付けについて賛同の意を表することを決議いたしました。 

１． 公開買付者の概要 

(1) 商号 株式会社ニッシン 

  東京証券取引所市場第一部上場（コード番号：8571） 

(2) 主な事業内容 総合金融サービス業 

(3) 設立年月日 昭和35年５月27日 

(4) 本店所在地 愛媛県松山市千舟町五丁目７番地６ 

  ただし、実際の本社業務は下記で行っております。 

  東京都新宿区西新宿一丁目６番１号 

(5) 代表者 代表取締役社長 嵜岡 邦彦 

(6) 資本の額 8,916,803千円（平成17年11月８日現在） 

(7) 大株主構成及び持株比率 株式会社日新ビル（持株比率12.84％） 

  有限会社秀邦（持株比率12.57％） 

  （平成17年３月31日現在） 

   

２． 株式会社ニッシンによる当社株式の公開買付けの概要 

(1) 買付けを行う株券等の種類 普通株式 

(2) 公開買付期間 平成17年11月8日（火曜日）～平成17年11月28日（月曜

日）の21日間 

(3) 買付価格 １株につき 金450円 

(4) 買付価格の算定の基礎 当社普通株式の株式会社ジャスダック証券取引所市場

における平成17年11月4日までの過去3ヶ月間における

終値平均370円に約22％のプレミアムを加算した金額で

あります。 

(5) 買付予定株式総数 3,027,000株（所有比率62.09％） 

(6) 公開買付代理人 日興コーディアル証券株式会社 

   

３． 公開買付けの結果  

 本公開買付けにより、公開買付者である株式会社ニッシンは、当社普通株式3,132,000株（議

決権の数3,132個）を取得した結果、当社の総株主の議決権に占める割合は69.34％となり、平

成17年12月２日をもって当社の親会社及び主要株主となりました。 

 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当する事項はありません。 

－  － 
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前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は、平成18年４月21日開催の取締役会において、平成18年１月26日開催の臨時株主総会において承

認されました旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新株予約権の発行について決議いたしま

した。また、平成18年４月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の行使に際しての払込金額等が、

平成18年４月28日に確定いたしました。その概要は、以下のとおりであります。 

記 

1. 新株予約権の名称 株式会社アプレック 
第１回新株予約権証券 

2. 新株予約権の発行目

的 

当社の業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、ま

た、優秀な人材を確保するため 

3. 新株予約権の発行日 平成18年４月28日 

4. 新株予約権の発行数 1,750個（新株予約権１個につき100株） 

5. 新株予約権の発行価

額 

無償 

6. 新株予約権の目的た

る株式の種類および

数  

当社普通株式 175,000株 

7. 新株予約権行使に際

しての払込金額 

新株予約権1個当たり 74,000円 

（株式１株当たり 740円） 

8. 新株予約権の行使に

より発行または移転

される当社普通株式

の総額 

129,500,000円 

9. 新株予約権の行使に

より新たに当社普通

株式を発行する場合

において発行価額中

資本組入額 

株式1株当たり  370円 

10. 新株予約権の行使可

能期間 

平成18年５月1日から平成21年４月30日まで 

11. 新株予約権の割当を

受ける者 

当社取締役４名、監査役１名及び従業員（当社就業規則に定める社員）

102名、合計107名に割り当てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 

 

 

31



 

5．営 業 実 績 

 

(1)営業収益の状況 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 区  分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取割引料 125,760 19.9 94,012 8.6 252,705 19.0 

受取利息 505,302 79.7 1,000,861 91.1 1,069,127 80.6 

 手形貸付 631 0.1 530 0.0 1,076 0.1 

 証書貸付 439,911 69.4 912,878 83.1 922,630 69.5 

 担保貸付 64,759 10.2 87,452 8.0 145,421 11.0 

受取手数料 2,626 0.4 3,671 0.3 5,246 0.4 

預金利息 50 0.0 60 0.0 102 0.0 

合計 633,740 100.0 1,098,606 100.0 1,327,181 100.0 

 

(2)融資残高の状況 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

区  分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

商業手形割引 2,095,070 32.9 1,429,690 11.9 2,132,530 23.6 

営業貸付金 4,272,176 67.1 10,589,821 88.1 6,885,031 76.4 

 手形貸付 19,633 0.3 11,541 0.1 19,005 0.2 

 証書貸付 3,315,927 52.1 9,373,853 78.0 5,597,370 62.1 

 担保貸付 936,615 14.7 1,204,426 10.0 1,268,656 14.1 

合計 6,367,247 100.0 12,019,511 100.0 9,017,561 100.0 

（注）１．従来、「長期営業債権」を含めた流動資産及び固定資産の合計値を表示しておりましたが、当中間会計

期間より「長期営業債権」から「破産更生債権等」に表示方法を変更したことに伴い、今回より前中間

会計期間末及び当中間会計期間末並びに前事業年度末の数値は流動資産のみを表示しております。 

   ２．営業貸付金のうち、「手形貸付」及び「証書貸付」は保証人付無担保貸付であります。 

 

－  － 
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