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半期報告書提出予定日  平成19年12月13日         
 

（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）経営成績                      （％表示は対前年中間期（前期）増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％
1,211 （ 10.3）
1,098 （ 73.4）

百万円   ％
△ 505 （  －）
△  30 （  －）

百万円   ％ 
△  499 （  －） 
△  23 （  －） 

百万円   ％
△  532 （  －）
△  154 （  －）

19年３月期 2,493 （ 87.9） △1,063 （  －） △1,052 （  －） △1,789 （  －）

 
 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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭
△117 86 
△ 34 25 

円 銭
－ － 
－ － 

19年３月期 △395 98 － － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期     － 百万円  18年９月中間期   － 百万円  19年３月期   － 百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
11,408 
14,488 

百万円
△ 89 

  2,080 

％ 
△ 0.8  
14.4  

円 銭
△ 19  87 
460  47 

19年３月期 14,958    445 3.0  98  62 

(参考) 自己資本 19年９月中間期  △89百万円   18年９月中間期   2,080百万円   19年３月期  445百万円 

 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
  2,515 
△3,114 

百万円
1 
0 

百万円 
△2,973 

3,860 

百万円
 751 
1,222 

19年３月期 △4,826 5 5,554 1,208 

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
－ －  

円 銭
－ － 

円 銭
0  00 

20年３月期 － －  

20年３月期（予想）  － － 
0  00 

 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 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

通  期 2,059（△17.6） △627 （  －） △617 （  －） △705 （  －） △132 52

 
（参考） 当社は、平成19年12月25日に第三者割当増資2,994千株の発行を予定しておりますので、１株当たり当

期純利益は新規発行株式を考慮した期中平均株式数に基づいて算出しております。 
 

 - 1 -

http://www/


 

 - 2 -

 
４．その他 
（１）中間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（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 

 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 
19年９月中間期 4,875,000株 18年９月中間期  4,875,000株 19年３月期  4,875,000株 

② 期末自己株式数          
19年９月中間期   357,000株 18年９月中間期   357,000株 19年３月期   357,000株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
 

績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項※ 業  
  
  通期の業績予想に関する事項につきましては、平成19年11月14日公表の「平成20年３月期業績予

想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 
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1．経営成績 

 

(1)経営成績に関する分析 

 

①当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の動向や原油価格の高騰といった懸念材料はあるもの

の、設備投資の増加や企業収益の改善などを背景として引き続き回復基調で推移いたしました。 

一方、当事業者金融を含む貸金業界を取り巻く環境は、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正

する法律」の成立に伴い、出資法の上限金利引下げを視野に入れた与信厳格化の動きが広がったほか、上場

貸金業者の経営破たんによる資金調達環境の悪化など事業環境が大きく変化してきております。 

こうした環境のなか、当社は、貸倒リスクの低下及び貸付金利の規制による影響の極小化を図るため、

不動産ファイナンスなど担保付ローンの強化による営業資産ポートフォリオの見直し及び与信管理体制の強

化を行いました。商品別では、商業手形残高は前中間会計期間末比46.1％減の770,986千円、受取割引料は

前中間会計期間比25.6％減の69,962千円と減少いたしました。また、営業貸付金残高は、不動産ファイナン

スなど担保付ローンは伸長したものの、無担保ローンの与信審査基準の厳格化に伴い、証書貸付が大幅に減

少し、前中間会計期間末比7.1％減の9,833,567千円、受取利息は前中間会計期間比10.6％増の1,106,626千

円となりました 

以上の結果、当中間会計期間においては、営業収益は前中間会計期間比10.3％増の1,211,425千円となっ

たものの、高水準で推移している利息返還請求に加えて与信厳格化の動きが貸金業界において広がり、業界

全体において信用収縮が生じていることなどを背景とした貸倒引当金繰入額及び利息返還損失引当金繰入額

の増加に伴う販売費及び一般管理費の増加などにより、経常損失は499,565千円となりました。また、繰延

税金資産の計上を行わなかったため、当中間会計期間の中間純損失は532,508千円となりました。 

 

 

②通期の見通し 

通期（平成20年３月期）の見通しについては、中間期に引き続き厳格な与信審査を継続していくことに

より、大幅な融資残高の減少を見込み、営業収益は2,059百万円（前事業年度比17.6％減）、営業利益は△

627百万円（前事業年度実績△1,063百万円）、経常利益は△617百万円（前事業年度実績△1,052百万円）、

当期純利益は△705百万円（前事業年度実績△1,789百万円）を計画しておりますが、「3．経営方針(3)中長

期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題」に記載の企業再建計画を着実に実行していくことなどに

より、早期の業績回復を達成する所存であります。 
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（2）財政状態に関する分析 

 

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、与信審査基準の厳格化に伴い、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少し

たことなどにより、前事業年度末比23.7％減の11,408,223千円となりました。 

負債合計は、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少したことに伴い、親会社であるＮＩＳグループ株式会

社からの借入れを返済した結果、関係会社短期借入金が減少したことなどにより、前事業年度末比20.8％減

の11,498,003千円となりました。 

純資産合計は、当中間会計期間において532,508千円の中間純損失となり、△2,321,556千円の繰越利益剰

余金を計上した結果、前事業年度末より535,367千円減の△89,780千円となりました。 

 

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、商業手形

及び営業貸付金が減少したことなどにより2,515,540千円の資金の増加となったものの、財務活動において、

関係会社短期借入金が減少したことなどにより2,973,285千円の資金の減少となった結果、751,990千円（前

事業年度末は1,208,403千円）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増加は2,515,540千円（前中間会計期間は3,114,836千円

の資金の減少）となりました。 

これは、主として、与信審査基準の厳格化に伴い、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少したためなどで

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1,331千円（前中間会計期間は858千円の資金の増

加）となりました。 

これは、主として、有形固定資産（遊休土地）の売却を行ったためなどであります。 

〔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減少は2,973,285千円（前中間会計期間は3,860,860千円

の資金の増加）となりました。 

これは、主として、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少したことに伴い、親会社であるＮＩＳグループ

株式会社からの借入れを返済した結果、関係会社短期借入金が減少したためなどであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年9月

中間期 
平成18年3月期

平成18年9月

中間期 
平成19年3月期 

平成19年9月

中間期 

自己資本比率 27.1％ 20.5％ 14.4％ 3.0％ △0.8％

時価ベースの自己資本

比率 
19.1％ 29.0％ 19.4％ 13.6％ 11.0％

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率 
9.9年 － － － 2.1年

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ 
3.2倍 － － － 8.6倍

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期については、営業

キャッシュ・フローを年間に換算するため、２倍しております） 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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（注）①株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ②有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、中間キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）の

利息の支払額を使用しております。 

③平成18年3月期、平成18年9月中間期、平成19年3月期に係るキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び、

インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載してお

りません。 

 

(3)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、事業環境及び業績

動向等を勘案し、また、経営体質の充実強化と将来の事業展開に備えるための内部留保とのバランスに留意

しながら、利益配分を実施し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19年11月14日公表の「平成20年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、

平成19年３月期決算短信（平成19年５月８日開示）で開示した通期計画と同様に平成20年３月期業績におい

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、当期の配当の実

施は見送らせていただきます。 

 

(4)事業等のリスク 

 

当社の経営成績、株価及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、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、本資料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、将来の出来事から発生する重要

かつ予測不可能な影響等により、新たなリスクや不確実な要素が発生する可能性があります。 

 

 

１．経営環境上の要因によるリスク 

（1）経済環境の悪化 

（2）大手金融機関、ＩＴ企業等の異業種参入による顧客獲得競争の激化 

（3）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 

２．法的規制の要因によるリスク 

（1）ローン事業に関する規制 

①貸付金利の規制 

②過剰貸付に関する規制 

③業務に関する規制 

（2）その他の業務関連の規制等 

３．事業上のリスク 

（1）資金調達 

（2）利息返還請求 

（3）親会社との関係 

 

 

 

2．企業集団の状況 

 

なお、最近の有価証券報告書（平成19年６月22日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、開示を省略いたします。 
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3．経 営 方 針 

 

(1)経営の基本方針、(2)目標とする経営指標 

平成19年３月期決算短信（平成19年５月８日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.aprek.co.jp/ir_zaimu.htm 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は、当中間会計期間において中間純損失532,508千円を計上した結果、当中間会計期間末において、

89,780千円の債務超過になっております。また、当事業者金融を含む貸金業界を取り巻く環境は、貸金業規

制法改正に加えて、出資法上限金利引下げが予定されるなど事業環境が急激に変化してきております。 

このような状況を解消すべく、当社は事業の選択と集中を実施するとともに、抜本的なコスト構造改革

を行い、総合的なリスク・リターンを多面的角度から判断し、最適な資本投下と最適な事業体制を再構築し

てまいります。具体的には、以下の企業再建計画を実行してまいります。 

 

 

1.親会社であるＮＩＳグループ株式会社(以下、｢ＮＩＳグループ｣という)の支援体制 

（1）増資 

重要な後発事象に記載のとおり、当社は、当中間会計期間において、89,780千円の債務超過

となっており、このような状況を解消し、財務基盤を強化するため、平成19年11月15日開催

の取締役会において、親会社であるＮＩＳグループに対して第三者割当の方法による新株式

発行を行うことを決議いたしました。これにより、当事業年度末における債務超過は解消さ

れる予定であります。 

（2）借入金利の減免 

当社は、ＮＩＳグループから当中間会計期間末において6,500,000千円の借入金があります。

当社に対する支援として、当該借入残高及び今後の新規借入れに対する借入利率の一部減免

を受ける予定であります。 

（3）ＮＩＳグループ各社からの人的支援 

ＮＩＳグループ各社から当社における企業再建計画を遂行させるために必要な人員について

は、随時人的支援を受ける体制となっております。これにより、ＮＩＳグループの不動産

ファイナンスに関するノウハウの吸収及び更なるシナジー効果の上昇を図ってまいります。 

 

2.企業体制再構築 

重要な後発事象に記載のとおり、当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急

激な経営環境の変化に対応すべく、事業の選択と集中による収益構造の改善を行うために、

本社に経営資源の集約を行うべく５支店を閉鎖いたします。また、抜本的なコスト構造改革

に取り組むための施策の一つとして、50名程度の希望退職者を募集することにいたしまし

た。 

なお、当社は、与信審査の厳格化、営業資産ポートフォリオの見直し及びお客様に対するカ

ウンセリングの強化などにより、不良債権の発生抑制に努めております。特に、債権管理・

回収に係わる部門に関しては、平成19年３月末の正社員４名から平成19年９月末に正社員13

名へ大幅に人員を強化しており、今後とも、業務フローの見直し、人材育成と専門性の向上

により、債権内容の良質化に努めてまいります。 
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4．中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19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  1,557,577 1,088,295 1,544,030 

２．商業手形 ※３ 1,429,690 770,986 1,607,004 

３．営業貸付金  10,589,821 9,833,567 12,227,854 

４．その他  259,010 77,497 91,307 

貸倒引当金  △ 264,420 △1,204,718 △1,240,884 

流動資産合計   13,571,679 93.7 10,565,628 92.6  14,229,312 95.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)土地  532,595 355,773 359,846 

(2)その他 ※１ 136,161 120,092 123,270 

有形固定資産合計   668,757 4.6 475,865 4.2  483,116 3.2

２．無形固定資産   15,329 0.1 460 0.0  224 0.0

３．投資その他の資産    

(1)破産更生債権等  417,186 1,561,820 871,948 

(2)その他  127,549 49,249 59,755 

貸倒引当金  △ 312,411 △1,244,801 △686,035 

投資その他の資産
合計 

  232,324 1.6 366,268 3.2  245,668 1.7

固定資産合計   916,412 6.3 842,595 7.4  729,009 4.9

資産合計   14,488,091 100.0 11,408,223 100.0  14,958,321 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金 ※４ 1,480,000 1,350,000 1,550,000 

２．関係会社短期借入
金 

※４ 6,100,000 6,500,000 8,400,000 

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※４ 1,699,425 1,795,135 1,795,080 

４．未払法人税等  3,052 37,071 162,247 

５．賞与引当金  47,588 10,362 33,149 

６．その他 ※２ 116,421 65,989 183,946 

流動負債合計   9,446,487 65.2 9,758,557 85.5  12,124,423 81.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※４ 2,742,495 1,096,960 1,970,300 

２．役員退職慰労引当
金 

 51,485 8,015 51,485 

３．利息返還損失引当
金 

 165,269 622,456 352,009 

４．その他  1,915 12,013 14,515 

固定負債合計   2,961,165 20.4 1,739,446 15.3  2,388,310 16.0

負債合計   12,407,653 85.6 11,498,003 100.8  14,512,733 97.0
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19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
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   482,900 3.3 482,900 4.3  482,900 3.2

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  471,100 471,100 471,100 

資本剰余金合計   471,100 3.3 471,100 4.1  471,100 3.1

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  50,420 50,420 50,420 

(2)その他利益剰余金    

別途積立金  1,325,698 1,325,698 1,325,698 

繰越利益剰余金  △154,770 △2,321,556 △1,789,047 

利益剰余金合計   1,221,348 8.4 △945,437 △8.3  △412,928 △2.7

４．自己株式   △101,236 △0.7 △101,236 △0.9  △101,236 △0.7

株主資本合計   2,074,112 14.3 △92,673 △0.8  439,835 2.9

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 2,893 0.0  5,752 0.1

評価・換算差額等合
計 

  6,325 0.1 2,893 0.0  5,752 0.1

純資産合計   2,080,438 14.4 △89,780 △0.8  445,587 3.0

負債純資産合計   14,488,091 100.0 11,408,223 100.0  14,958,321 100.0
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（2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  94,012 69,962 188,895 

２．受取利息  1,000,861 1,106,626 2,265,070 

３．受取手数料  3,671 34,327 39,542 

４．預金利息  60 508 412 

営業収益合計   1,098,606 100.0 1,211,425 100.0  2,493,921 100.0

Ⅱ 営業費用    

１．借入金利息  91,103 207,709 280,850 

２．支払手数料  2,229 3,268 6,795 

営業費用合計   93,333 8.5 210,977 17.4  287,645 11.5

営業総利益   1,005,273 91.5 1,000,448 82.6  2,206,275 88.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,035,616 94.3 1,505,523 124.3  3,269,601 131.1

営業損失   30,342 △2.8 505,075 △41.7  1,063,326 △42.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  11,215 1.0 8,950 0.7  19,675 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,681 0.4 3,440 0.2  8,636 0.3

経常損失   23,809 △2.2 499,565 △41.2  1,052,286 △42.2

Ⅵ 特別利益 ※３  62,523 5.7 3,355 0.3  67,185 2.7

Ⅶ 特別損失 ※4.5  205,646 18.7 1,823 0.2  410,019 16.4

税引前中間(当期)純損
失 

  166,932 △15.2 498,033 △41.1  1,395,120 △55.9

法人税、住民税及び事
業税 

※７ △12,162 34,475 157,088 

法人税等調整額 ※７ － △12,162 △1.1 － 34,475 2.9 236,838 393,927 15.8

中間（当期）純損失   154,770 △14.1 532,508 △44.0  1,789,047 △71.7
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（3）中間株主資本等計算書 

前中間会計期間（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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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △1,789,047 △412,928 △101,236 439,835

中間会計期間中の変動額     

中間純損失   △532,508 △532,508  △532,508

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） 

－ － － － － △532,508 △532,508 － △532,508

平成19年９月30日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △2,321,556 △945,437 △101,236 △92,673

     
 

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19年３月31日残高
（千円） 

5,752 5,752 445,587

中間会計期間中の変動額  

中間純損失  △532,508

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△2,859 △2,859 △2,859

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△2,859 △2,859 △535,367

平成19年９月30日残高
（千円） 

2,893 2,893 △89,780
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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

事業年度中の変動額     

別途積立金の取崩し
（注） 

  △189,301 189,301 －  －

当期純損失   △1,789,047 △1,789,047  △1,789,047

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

    

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － － △189,301 △1,599,746 △1,789,047 － △1,789,047

平成19年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △1,789,047 △412,928 △101,236 439,835

      
 

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

事業年度中の変動額  

別途積立金の取崩し
（注） 

 －

当期純損失  △1,789,047

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

△2,212 △2,212 △2,212

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△2,212 △2,212 △1,791,260

平成19年３月31日残高
（千円） 

5,752 5,752 445,587

    
（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18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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(当期)純損
失 

 △ 166,932 △  498,033 △1,395,120 

減価償却費  5,650 3,181 11,048 

減損損失  2,235 － 206,105 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

 △  265,571 － △  265,571 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

 － △  43,470 － 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 14,314 △  22,787 △   125 

利息返還損失引当金の
増減額（減少：△） 

 115,269 270,447 302,009 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

 246,019 522,599 1,596,107 

固定資産売却益  △     9 － △   2,978 

固定資産処分損  1,321 1,823 1,823 

受取配当金  △   146 △   261 △    224 

支払利息  91,103 207,709 280,850 

商業手形の増減額（増
加：△） 

 702,839 836,017 525,526 

営業貸付金の増減額
（増加：△） 

 △3,704,789 2,394,287 △5,342,823 

破産更生債権等の増減
額（増加：△） 

 △  57,179 △  689,871 △ 511,940 

その他  △  21,259 △  15,848 △  39,140 

小計  △3,037,133 2,965,794 △4,634,452 

配当金の受取額  146 261 224 

利息の支払額  △  79,539 △ 293,308 △ 194,079 

法人税等の支払額  △   1,689 △ 157,206 △   1,733 

法人税等の還付額  3,380 － 3,380 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △3,114,836 2,515,540 △4,826,661 
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前中間会計期間 

（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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 

 △  192,810 △  192,889 △  334,426 

定期預金の払戻による
収入 

 192,191 192,210 333,205 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △    458 － △   1,058 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 5,767 2,250 12,624 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △   3,831 △    240 △   5,271 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 858 1,331 5,074 

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  1,300,000 1,350,000 1,650,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △1,220,000 △1,550,000 △1,500,000 

関係会社短期借入れに
よる収入 

 4,400,000 2,500,000 8,400,000 

関係会社短期借入金の
返済による支出 

 － △4,400,000 △1,700,000 

長期借入れによる収入  300,000 － 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △ 919,140 △ 873,285 △1,795,680 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 3,860,860 △2,973,285 5,554,320 

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：△） 

 746,881 △ 456,413 732,732 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 475,670 1,208,403 475,670 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 1,222,552 751,990 1,208,403 
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

 （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 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

───── 当社は、当中間会計期間において営業

損失505,075千円（前中間会計期間は

30,342千円）、経常損失499,565千円

（前中間会計期間は23,809千円）、中間

純損失532,508千円（前中間会計期間は

154,770千円）と継続的に営業損失、経

常損失及び中間純損失を計上しておりま

す。この結果、当中間会計期間末におい

て、89,780千円の債務超過になっており

ます。また、貸金業規制法改正に加え

て、出資法上限金利引下げが予定される

など事業環境が急激に変化してきており

ます。 

当該状況により、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。 

このような状況を解消すべく、当社は

事業の選択と集中を実施するとともに、

抜本的なコスト構造改革を行い、総合的

なリスク・リターンを多面的角度から判

断し、最適な資本投下と最適な事業体制

を再構築してまいります。具体的には、

以下の企業再建計画を実行してまいりま

す。 

1.親会社であるＮＩＳグループ株式会社

(以下、｢ＮＩＳグループ｣という)の支援

体制 

（1）増資 

重要な後発事象に記載のとおり、当社

は、当中間会計期間において、89,780千

円の債務超過となっており、このような

状況を解消し、財務基盤を強化するた

め、平成19年11月15日開催の取締役会に

おいて、親会社であるＮＩＳグループに

対して第三者割当の方法による新株式発

行を行うことを決議いたしました。これ

により、当事業年度末における債務超過

は解消される予定であります。 

（2）借入金利の減免 

 当社は、ＮＩＳグループから当中間会

計期間末において6,500,000千円の借入

金があります。当社に対する支援とし

て、当該借入残高及び今後の新規借入れ

に対する借入利率の一部減免を受ける予

定であります。 

 当社は、当事業年度において営業損失

1,063,326千円（前事業年度は126,973千

円）、経常損失1,052,286千円（前事業

年度は 108,009 千円）、当期純損失

1,789,047千円（前事業年度は193,456千

円）と継続的に営業損失、経常損失及び

当期純損失を計上しております。また、

出資法の上限金利引下げ等を織り込んだ

「貸金業の規制等に関する法律等の一部

を改正する法律」が平成18年12月に臨時

国会で成立するなど、事業環境が大きく

変化してきております。 

 当該状況により、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。 

 このような状況を解消すべく以下の経

営計画を実行してまいります。 

1.ローン事業の強化 

① 不動産ファイナンス事業の強化 

 不動産ファイナンスなど担保付ローン

の構成比を上昇させ、営業資産ポート

フォリオの見直しにより、貸倒リスクの

低下及び貸付金利の規制による影響の極

小化を図ってまいります。また、今後、

不動産ファイナンス事業に関しては親会

社であるＮＩＳグループ㈱と一層の連携

強化を図り、融資残高及び営業収益の増

加を図ってまいります。 

② 戦略的提携の強化 

 不動産ファイナンスをはじめ、事業者

向けローン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す。業務提

携により、お互いの成長を加速できる関

係を構築しており、今後も新たな提携先

の開拓に努めてまいります。 
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前中間会計期間 

 （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 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

───── （3）ＮＩＳグループ各社からの人的支援

ＮＩＳグループ各社から当社における

企業再建計画を遂行させるために必要な

人員については、随時人的支援を受ける

体制となっております。これにより、Ｎ

ＩＳグループの不動産ファイナンスに関

するノウハウの吸収及び更なるシナジー

効果の上昇を図ってまいります。 

2.企業体制再構築 

重要な後発事象に記載のとおり、当社

は、貸金業規制法改正、出資法上限金利

引下げ等の急激な経営環境の変化に対応

すべく、事業の選択と集中による収益構

造の改善を行うために、本社に経営資源

の集約を行うべく５支店を閉鎖いたしま

す。また、抜本的なコスト構造改革に取

り組むための施策の一つとして、50名程

度の希望退職者を募集することにいたし

ました。 

なお、当社は、与信審査の厳格化、営

業資産ポートフォリオの見直し及びお客

様に対するカウンセリングの強化などに

より、不良債権の発生抑制に努めており

ます。特に、債権管理・回収に係わる部

門に関しては、平成19年３月末の正社員

４名から平成19年９月末に正社員13名へ

大幅に人員を強化しており、今後とも、

業務フローの見直し、人材育成と専門性

の向上により、債権内容の良質化に努め

てまいります。 

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。 

2.与信管理体制の強化 

 平成18年10月１日付をもって、与信管

理体制を強化するため、営業管理部管轄

下にあった審査課を審査部に、また貸付

債権の管理強化を図るため、営業管理部

管轄下にあった債権管理課を調査部に格

上げいたしました。今後、与信審査の厳

格化、営業資産ポートフォリオの見直し

及びお客様に対するカウンセリングの強

化などにより、不良債権の発生抑制に努

めていくほか、審査業務及び債権管理・

回収に係わる業務フローの見直し、人材

育成と専門性の向上により、債権内容の

良質化に努めてまいります。 

 なお、当社は、ＮＩＳグループ㈱の子

会社であり、引き続き、人材面、財務面

など広範囲にわたる支援を受けながら、

早期の業績回復を達成する所存でありま

す。 

 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。 
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（6）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 
前中間会計期間 

（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

同左  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。 

  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 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 なお、この変更による損益へ

の影響はありません。 

 

 (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 
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項  目 
前中間会計期間 

（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

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 

 (3）利息返還損失引当金 (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。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526,984

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。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、当事業年度末におけ

る当該見積返還額412,735千円

を貸倒引当金に含めて計上して

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。 
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項  目 
前中間会計期間 

（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）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 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 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 

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 同左 

(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。

同左 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。 
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（7）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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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） 
───── 

（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。 

  当事業年度より、「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445,587千円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 

（8）表示方法の変更 

前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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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（9）追加情報 

前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

（利息返還金） （税効果会計） ───── 

従来、「利息返還金」は「係争関

連損失」として営業外費用に計上し

ておりましたが、前事業年度の下半

期において販売費及び一般管理費に

計上する方法に変更いたしました。 

なお、前中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べて、営業利

益が4,200千円多く計上されており

ます。 

従来、中間会計期間における税金

費用については、簡便法により計算

し、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

おりましたが、税金費用をより合理

的に算定するため、当中間会計期間

より原則法に変更いたしました。 

なお、この変更による損益に与え

る影響額は軽微であります。 
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（10）注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31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 

258,711千円 260,103千円 256,925千円
       
※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．  ────── 

 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  

※３．中間期末日満期手形 ※３．中間期末日満期手形 ※３．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。 

 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。 

期末日満期手形の会計処理に

ついては、当事業年度の末日は

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。当事業年度

末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

商業手形 159,738千円
  

   商業手形 109,584千円 
  商業手形 157,139千円

※４．貸出コミットメント ※４．貸出コミットメント ※４．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。 

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。 

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（旧株

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 
20,000,000千円 

借入実行残高 6,100,000 

債務被保証残高 5,921,920 

差引額 7,978,080 
 

 
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 6,500,000 

債務被保証残高 4,242,095 

差引額 9,257,905 

  

 
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 8,400,000 

債務被保証残高 5,315,380 

差引額 6,284,620 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 8,336千円
  

 
不動産賃貸収入 8,408千円

  

 
不動産賃貸収入 16,829千円

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

 
不動産賃貸費用 4,681千円

  

 
不動産賃貸費用 3,440千円

  

 
不動産賃貸費用 8,636千円

  
※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
 

退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

  

 
償却債権回収収

益 
3,355千円

  

 
退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

 
※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 
 

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 
  

 
固定資産処分損 1,823千円

  

 
減損損失 206,105千円

前期損益修正損 162,304 

利息返還損失引

当金繰入額 
39,785 

  
（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。 

 （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。 
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前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５．減損損失 ※５．  ────── ※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

小倉北区 
遊休資産 

電話加

入権 
－ 

  

  
場所 用途 種類 金額 

（千円）

建物 84

器具備品 1,206

リース資産 6,422

九州・
中国地
域 

営業 
店舗 

電話加入権 7,180

構築物 176

器具備品 5,036

土地 171,142

リース資産 5,039

ソフトウェ

ア 
8,894

福岡県
北九州
市 

本社 

電話加入権 923
 

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。 

当事業年度において、営業活

動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び

共用資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（206,105千円）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

却価額により測定しておりま

す。 

正味売却価額は、不動産につ

いては不動産鑑定評価額を基礎

に処分費用見込額を控除した

額、電話加入権については第三

者の買取価格、その他固定資産

については零で評価しておりま

す。 
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前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 4,505千円

無形固定資産 1,145千円
  

 
有形固定資産 3,177千円

無形固定資産 4千円
  

 
有形固定資産 8,710千円

無形固定資産 2,337千円
  

※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．  ────── 

 

※７．  ────── 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

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） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（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

 

（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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）
 
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 1,088,295千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△336,305 

現金及び現金同等物 751,990 
  

 
現金及び預金勘定 1,544,030千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△335,626 

現金及び現金同等物 1,208,403 
  

 

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につ

いては、中間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いたします。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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18年４月１日 至 平成19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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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 460円47銭

１株当たり中間純損失 34円25銭

  

 

１株当たり純資産額 △19円87銭

１株当たり中間純損失 117円86銭

  

 

１株当たり純資産額 98円62銭

１株当たり当期純損失 395円98銭

  
潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 154,770 532,508 1,789,047 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失（千
円） 

154,770 532,508 1,789,047 

期中平均株式数（千株） 4,518 4,518 4,518 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株 予 約 権 の 数 1,730

個）。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数148千

株）。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数166千

株）。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間（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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．当社は、平成19年11月15日開催の取締役会において、企業体制再構築の施策を以下のとおり実施する

ことを決議いたしました。 

 

（1）希望退職者の募集 

①その旨及び理由 

当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経営環境の変化に対応すべく、抜本

的なコスト構造改革に取り組むための施策の一つとして、希望退職者を募集することにいたしました。 

②希望退職募集の対象者、募集人員 

・対象者 全ての正社員及び嘱託社員 

・募集人員 50名程度（平成19年10月末現在の正社員及び嘱託社員83名） 

③募集期間 

平成19年11月15日～平成19年11月30日 

④希望退職による損失の見込額 

募集どおりの応募があった場合、特別退職一時金の支出により特別損失が約43,000千円程度発生す

ると見込まれます。 

⑤その他重要な特約等がある場合にはその内容 

特別退職一時金を支給（当社は、従来、退職一時金制度を採用しておりましたが、平成18年４月７

日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月末において退職一時金を廃止し、平成18年６月に退職

金の打切り支給を実施しております。） 

 

（2）店舗閉鎖 

①店舗閉鎖の目的 

当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経営環境の変化に対応すべく、事業

の選択と集中による収益構造の改善を行うために、本社に経営資源の集約を行うことにいたしました。 

②閉鎖する店舗 

店舗名 所在地 

福岡支店 福岡市博多区 

熊本支店 熊本県熊本市 

鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市 

大分支店 大分県大分市 

広島支店 広島市中区 

③店舗閉鎖の時期 

平成19年12月～平成20年３月に５店舗を閉鎖いたします。 

④店舗閉鎖が営業活動等へ及ぼす影響 

店舗閉鎖後の営業拠点は本社のみとなります。なお、各閉鎖店舗における営業債権は本社にて集中

管理を実施いたします。また、店舗閉鎖等により特別損失が約27,000千円程度発生すると見込まれま

す。 
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２．当社は、平成19年11月15日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株式発行を以下のと

おり行うことを決議いたしました。 

 

（1）その旨 

当社は、当中間会計期間において、89,780千円の債務超過となっており、このような状況を解消し、

財務基盤を強化するため、平成19年11月15日開催の取締役会において、親会社であるＮＩＳグループ

株式会社に対して第三者割当の方法による新株式発行を行うことを決議いたしました。 

（2）募集等の方法 

第三者割当の方法によります。 

（3）発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額、発行価額のうち資本へ組み入れる額 

①発行する株式の種類及び数 

普通株式 2,994,000株 

②発行価額 １株につき 金 167円 

③発行総額 499,998,000円 

④発行価額のうち資本へ組み入れる額 １株につき 金 83.5円 

（4）発行のスケジュール 

①申込期間 平成19年12月３日 

②払込期日 平成19年12月25日 

（5）資金の使途 

当該第三者割当増資による資金の使途については、新株式発行価額の総額499,998千円（予定額）か

ら発行諸費用の概算額2,420千円を差し引いた差引手取概算額497,578千円について、運転資金のほか

企業体制再構築費用等に充当する予定であります。 

（6）その他重要な事項がある場合にはその内容 

当社は、新株式の割当予定先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取

り決めはありません。ただし、新株式発行日（平成19年12月25日）から２年間において、当該割当新

株式の全部または一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡

日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けております。 

 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当する事項はありません。 
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5．営業実績 

 

(1)営業収益の状況 

前中間会計期間 
（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 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 94,012 8.6 69,962 5.8 188,895 7.6 

受取利息 1,000,861 91.1 1,106,626 91.4 2,265,070 90.8 

 手形貸付 530 0.0 468 0.1 1,080 0.0 

 証書貸付 912,878 83.1 994,963 82.1 2,076,657 83.3 

 担保貸付 87,452 8.0 111,194 9.2 187,333 7.5 

受取手数料 3,671 0.3 34,327 2.8 39,542 1.6 

預金利息 60 0.0 508 0.0 412 0.0 

合計 1,098,606 100.0 1,211,425 100.0 2,493,921 100.0 

 

(2)融資残高の状況 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19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 1,429,690 11.9 770,986 7.3 1,607,004 11.6 

営業貸付金 10,589,821 88.1 9,833,567 92.7 12,227,854 88.4 

 手形貸付 11,541 0.1 12,719 0.1 14,440 0.1 

 証書貸付 9,373,853 78.0 7,770,056 73.3 9,942,005 71.9 

 担保貸付 1,204,426 10.0 2,050,791 19.3 2,271,408 16.4 

合計 12,019,511 100.0 10,604,554 100.0 13,834,858 100.0 

（注）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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