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             （百万円未満切捨て） 
１．平成 20年３月期の連結業績（平成 19年４月１日～平成 20年３月 31日） 

(1)連結経営成績                                （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 
20年３月期 
19年３月期 

3,666   23.4  
2,971   34.3  

1,716     42.5  
1,204    57.1  

  1,717   47.2  
1,166   63.1  

836     22.8  
 680   68.8  

 

 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        

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

営業 収益 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
20年３月期 
19年３月期 

4,589 45 
3,912 24 

4,506  71 
3,723 33 

9.3 
9.7 

4.1 
3.8 

46.8 
40.6 

(参考) 持分法投資損益       20年３月期  － 百万円  19年３月期  － 百万円 
 

(2)連結財政状態 
 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 
20年３月期 
19年３月期 

44,883  
38,222  

9,706  
8,438  

21.5  
21.9  

52,703   63  
46,825  66  

(参考) 自己資本        20年３月期  9,651百万円   19年３月期  8,378百万円 
 
(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          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 
20年３月期 
19年３月期 

△  5,801  
△  6,916  

△  153  
△  322  

6,201  
13,494  

9,054  
 8,807  

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

（基準日） 中間期末 期末 年間    
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
19年３月期 
20年３月期 

0  00 
0  00 

350 00 
450 00 

350 00 
450 00 

62 
82 

8.9 
9.8 

0.9 
0.9 

21年3月期 
（予想） 

0  00 450 00 450 00          7.5  
 
 
３．平成 21年３月期の連結業績予想（平成 20年４月１日～平成 21年３月 31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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 

第２四半期連結累計期間 
通    期 

1,810 12.2 
4,131 12.7 

744 15.7 
1,891 10.2 

 744 15.9 
1,893 10.2 

431 25.0 
1,097 31.3 

2,357   61 
5,995   16 



                                              
  

㈱フィデック（8423）平成20年３月期決算短信 

2 
 

  

 

４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結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（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 
(注)詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
(3) 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） 20年３月期 183,132株 19年３月期  178,932株 
②期末自己株式数  20年３月期 －  株 19年３月期   －  株 
 (注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については 29ページ「１株当たり情
報」をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

平成20年３月期の個別業績(平成19年４月１日～平成20年3月31日) 
(1)個別経営成績                             （％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 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

20年３月期 
19年３月期 

3,580     25.4  
2,854   29.6  

1,649     49.1  
1,106   43.7  

1,647     54.3  
1,067   49.6  

793     27.1  
624     55.0  

 
 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        

 円 銭 円 銭 

20年３月期 
19年３月期 

4,355  06  
3,587 55  

4,276  55  
3,414 31  

 
(2)個別財政状態 

 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 
20年３月期 
19年３月期 

44,600  
37,844  

9,601 
8,376 

21.4  
22.0  

52,129   39 
46,476   67 

(参考) 自己資本       20年３月期9,546百万円  19年３月期8,316百万円 
 

 
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及

び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく

異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事

項等については、３ページ「１．経営成績 (１)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

 
（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度（自平成19年４月１日至平成20年３月31日）の我が国の経済は、上半期は堅調な
民需に支えられたものの、下半期に入ってサブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速懸

念に加えて原材料価格の高騰、円高と株価下落等により、景況感への不透明感が高まり、金融情勢

も厳しい環境になって参りました。 
当社グループはアウトソーシングと金融サービスを融合させ、中小企業の資金繰りを支援するサー

ビスを行っております。アウトソーシング業界においては昨今企業が経営資源の選択と集中を行う

中、コア業務以外をアウトソースする傾向が継続しております。また金融業界においては、原油高、

改正建築基準法及び改正貸金業法の施行の影響により、特に中小企業の資金繰りが逼迫し倒産件数

も増加していることから中小企業の資金ニーズが高まっている状況であります。 
当社グループではこのような環境を収益機会と捉え、品質の高いアウトソーシングサービスを合理

的な価格で提供すると同時に、中小企業の資金繰りニーズに応えるために売掛金債権の買い取りサ

ービスを積極的に展開して参りました。 
以上の結果、当連結会計年度における業績は、取扱累計高277,214百万円（前年同期比22.0％増）、

営業収益3,666百万円（前年同期比23.4％増）、経常利益1,717百万円（前年同期比47.2％増）と

なりました。また投資有価証券評価損を300百万円計上したものの、当期純利益は836百万円（同

22.8％増）になりました。 

  

（次期の見通し） 

当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、上記のとおり顧客獲得環境は当社グループに

とって追い風の環境ではあるものの、金融環境は景気後退懸念が浮上していることにより極めて厳

しい状況が継続すると想定されます。したがって次期においては、既存事業につきましては、現状

の金融資産の有効活用と人員の効率配分を行ない安定拡大を図って参る所存です。また次期から、

既存事業において築いた中小企業とのネットワークを活用した中小企業向けサービスを開始し新

たな収益源に育てて参る予定であります。 

以上の結果、翌連結会計年度においては取扱累計高314,489百万円（前年同期比13.4％増）、営業

収益4,131百万円（同12.7％増）、経常利益1,893百万円（同10.2％増）、当期純利益1,097百万

円（同31.3％増）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 
① 資産、負債及び純資産の状況 

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

44,883百万円、負債合計は35,177百万円となりました。また自己資本については新株予約権の

行使による株式の発行及び利益剰余金の増加により9,651百万円となり、この結果当連結会計年

度における自己資本比率は 21.5％となりました。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9,515百万円であります。 

 
② キャッシュ・フローの状況 
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、買取債権の増加によ

る支出があったものの、税金等調整前当期純利益が1,420百万円、金融機関からの融資拡大によ

る短期借入金の増加、株式発行による収入により、前連結会計年度末に比べ 247百万円増加し、

当連結会計年度における資金残高は9,054百万円となりました。 

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 5,801百万円（同 16.1％減）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 153百万円（同 52.4％減）となりました。これは主に事業イン

フラ整備にともなう無形固定資産の取得によるものであります。 
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（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 6,201百万円（同 54.0％減）となりました。これは主に金融機

関からの融資拡大による短期借入金の増加及び新株予約権の行使による株式発行によるもので

あります。 

 
 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年  

３月期 

平成17年  

３月期 

平成18年  

３月期 

平成19年  

３月期 

平成20年  

３月期 

自己資本比率（％） 6.2％ 9.7％ 24.4％ 21.9％ 21.5％ 

時価ベースの自己資本比率（％） － 252.0％ 228.3％ 80.5％ 23.4％ 

   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 
 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。 

当期においては経営成績が予定通り順調に推移していることを鑑みると同時に、現在事業の拡大に

伴い債権買取資金の需要が旺盛にあることも勘案し、10％の配当性向を目処とさせていただき、１

株当たり450円の配当を実施させていただく予定です。 

次期についても業績に応じた配当を実施させていただく所存です。 

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。 

 

２．企業集団の状況 
 

 最近の有価証券報告書（平成19年６月27日提出）における「事業系統図（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しております。 
 

３．経営方針 

 
（１）会社の経営の基本方針 

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ッシュ・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。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

る売掛金債権の買い取りを行う「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参る所存です。 

 

（２）目標とする経営指標 

        当社グループは、グループ資産を効率的に利用しながら、最大限中小企業の資金繰り改善ニーズに

応えるため、目標とする経営指標には、当社が中小企業から買い取る売掛金債権の取扱累計高、債

権買取収益率及び経常利益率を掲げております。 

 

（３）中期的な経営戦略 

当社グループは「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、「C.Fダイレクト」事業の更なる拡大を図り中小企業の資金繰り改善に貢献してゆく所

存です。また今後は当該事業を通じて培ったノウハウとネットワークを活用した中小企業向けサー
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ビスを開始することで、高い成長性と安定した収益性を両立して参る方針です。 

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。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループ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 

当社グループの業容拡大及び事業リスクの分散のためには与信力の高い提携先を増やす必要があ

ると認識しております。当該提携先の社数は平成20年３月期末日において104社と順調に増加を

しており、その業種業態も分散してきておりますが、今後更なる成長と安定した収益の基盤作り

のために、顧客獲得を継続して参ります。 

 

② 財務基盤の強化 

当社グループ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。 

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21.5％になっております。 

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参る所

存です。 

 

③ 人材の確保及び育成環境について 

当社グループ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であります。このため新卒採用に積極的に取り組

み、育成についても入社直後から実務を経験することにより、いち早く即戦力となれるような体

制を整備しております。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うことで、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 新規ビジネスの強化 

        当社グループは提携先の納入業者から売掛金債権を早期に買い取り、納入業者の資金繰り改善に

貢献することを通じ、その多くが中堅・中小企業である納入業者との良好な関係を構築しており

ます。今後はこれを組織化し中堅・中小企業ならではのニーズに応じたサービスを提供すること

により新たな収益源を育ててゆく所存です。 

 

 

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。 



                                              
  

㈱フィデック（8423）平成20年３月期決算短信 

6 
 

  

 

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
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   8,807,264   9,054,529   

２．買取債権 ※1･2  26,260,638   31,574,034   

３. 営業貸付金   2,015,370   3,318,589   

４．売掛金   5,417   8,377   

５．前払費用   42,562   48,750   

６．繰延税金資産   54,798   53,115   

７．未収入金   31,309   44,675   

８．その他   926   391   

貸倒引当金   △ 21,794   △ 26,686   

流動資産合計   37,196,495 97.3  44,075,776 98.2 6,879,281 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  57,636   76,226    

減価償却累計額  10,353 47,282  20,462 55,763   

(2)その他  47,256   61,929    

減価償却累計額  28,816 18,440  38,155 23,773   

有形固定資産合計   65,722 0.2  79,536 0.2 13,814 

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   61,467   86,339   

(2)電話加入権   357   357   

無形固定資産合計   61,824 0.2  86,697 0.2 24,872 

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※３  555,346   287,231   

(2)差入保証金   131,088   147,695   

(3)長期営業債権 ※４  198,378   177,887   

(4)繰延税金資産   －   6,956   

(5)その他 ※３  22,061   29,935   

貸倒引当金   △ 8,728   △ 7,827   

投資その他の資産合計   898,146 2.3  641,878 1.4 △ 256,267 

固定資産合計   1,025,693 2.7  808,112 1.8 △ 217,580 

資産合計   38,222,188 100.0  44,883,889 100.0 6,661,700 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
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  22,617,000   29,507,000   

２．1年以内返済予定の 

長期借入金 
  1,837,000   775,400   

３．未払法人税等   378,926   337,517   

４．預り金 ※５  3,193,054   2,818,663   

５．賞与引当金   26,700   25,200   

６．繰延税金負債   －   758   

７．その他   265,557   328,127   

流動負債合計   28,318,238 74.1  33,792,667 75.3 5,474,429 

Ⅱ 固定負債         

１. 社債   1,000,000   1,000,000   

２．長期借入金   439,500   364,500   

３．繰延税金負債   5,840   －   

４．その他   20,000   20,000   

固定負債合計   1,465,340  3.8  1,384,500 3.1 △  80,840 

負債合計   29,783,579 77.9  35,177,167 78.4 5,393,588 

         

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１. 資本金   3,408,857 8.9  3,668,067 8.2 259,210 

  ２. 資本剰余金   3,516,237 9.2  3,775,447 8.4 259,210 

３. 利益剰余金   1,439,877 3.8  2,213,699 4.9 773,821 

株主資本合計   8,364,973 21.9  9,657,214 21.5 1,292,241 

Ⅱ  評価・換算差額等         

１. その他有価証券評価

差額金 
  13,636 0.0  △  5,493 0.0 △  19,130 

評価・換算差額等合計   13,636 0.0  △  5,493 0.0 △  19,130 

Ⅲ 新株予約権   60,000  0.2  55,000 0.1 △   5,000 

純資産合計   8,438,609  22.1  9,706,721 21.6 1,268,111 

負債純資産合計   38,222,188 100.0  44,883,889 100.0 6,661,700 
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（2）連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

      至 平成20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   2,971,064 100.0  3,666,149 100.0 695,084 

Ⅱ 金融費用   222,200 7.5  357,242 9.7 135,041 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,544,132 52.0  1,592,405  43.5 48,273 

営業利益   1,204,731 40.5  1,716,501  46.8 511,770 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  1,960   9,441    

２．受取配当金  1,943   2,912    

３. 家賃収入  666   27,316    

４. 収益分配金  769   －    

５．その他  1,301 6,641 0.3 4,496 44,166 1.2 37,524 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  22,490   16,394    

２. 株式交付費  1,664   2,283    

３. 新株予約権発行費  8,882   －    

４. 社債発行費  11,068   －    

５. 家賃原価  －   24,772    

６．その他  806 44,912 1.5 － 43,450 1.2 △ 1,462 

経常利益   1,166,460 39.3  1,717,217  46.8 550,757 

Ⅵ 特別利益         

１．賞与引当金戻入  623   3,614    

２．固定資産売却益 ※２ 71 694 0.0 67 3,681 0.1 2,987 

Ⅶ 特別損失         

１. 固定資産除却損 ※３ 1,461   －    

２. 投資有価証券評価損  － 1,461 0.1 300,620 300,620 8.2 299,159 

税金等調整前当期純利益   1,165,693 39.2  1,420,278 38.7 254,585 

法人税、住民税及び事業税  513,278   581,055    

法人税等調整額  △ 28,531 484,746 16.3 2,775 583,830  15.9 99,083 

当期純利益   680,946 22.9  836,448 22.8 155,501 
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（3）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日） 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,389,514 2,496,652 801,765 5,687,933 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行（新株引受権

又は新株予約権の行使） 
1,019,342 1,019,585  2,038,927 

剰余金の配当（注）   △ 42,835 △ 42,835 

当期純利益   680,946 680,946 

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額 （純額） 

    

連結会計年度中の変動額

合計      （千円） 
1,019,342 1,019,585 638,111 2,677,039 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
3,408,857 3,516,237 1,439,877 8,364,973 

   
評価・換算差額等 新株予約権 

 その他有価証

券評価差額金 

評価･換算 

差額等合計 
新株引受権 新株予約権 

新株予約権 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

    （千円） 
△ 566 △ 566   250   －   250 5,687,617 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行（新株引受権

又は新株予約権の行使） 
     2,038,927 

剰余金の配当（注）      △ 42,835 

当期純利益      680,946 

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額 （純額） 

14,202 14,202 △ 250 60,000 59,750    73,952 

連結会計年度中の変動額

合計      （千円） 
14,202 14,202 △ 250 60,000 59,750 2,750,991 

平成19年３月31日  残高 

          （千円） 
13,636 13,636 － 60,000 60,000 8,438,609 

       
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                              
  

㈱フィデック（8423）平成20年３月期決算短信 

10 
 

  

 

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
3,408,857 3,516,237 1,439,877 8,364,973 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行（新株予約

権の行使） 
259,210 259,210  518,420 

剰余金の配当   △ 62,626 △ 62,626 

当期純利益   836,448 836,448 

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額 （純額） 

    

連結会計年度中の変動額

合計      （千円） 
259,210 259,210 773,821 1,292,241 

平成20年３月31日  残高 

       （千円） 
3,668,067 3,775,447 2,213,699 9,657,214 

      
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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
13,636 13,636 60,000 8,438,609 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行（新株予約

権の行使） 
   518,420 

剰余金の配当    △ 62,626 

当期純利益    836,448 

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額 （純額） 

△ 19,130 △ 19,130 △  5,000 △  24,130 

連結会計年度中の変動額

合計      （千円） 
△ 19,130 △ 19,130 △  5,000 1,268,111 

平成20年３月31日残高 

     （千円）
△  5,493 △  5,493   55,000 9,706,721 
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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18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20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） 

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  1,165,693 1,420,278  

減価償却費  31,823 41,732  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  27,393 3,990  

賞与引当金の増減額（減少：△）  9,180 △      1,500  

受取利息及び受取配当金  △  3,904 △     12,353  

支払利息  22,490 16,394  

投資有価証券評価損  － 300,620  

株式交付費  1,664 2,283  

新株予約権発行費  8,882 －  

社債発行費  11,068 －  

買取債権の増減額（増加：△）  △ 7,364,116 △ 5,313,395  

営業貸付金の増減額（増加：△）  △ 1,134,370 △ 1,303,218  

長期営業債権の増減額（増加：△）  39,120 20,490  

未払金の増減額（減少：△）  △  14,622   17,579  

預り金の増減額（減少：△）  526,740 △  374,390  

前受収益の増減額（減少：△）  1,905 52,397  

未払消費税等の増減額（減少：△）  2,235 △   6,878  

その他  107,499 △  32,872  

小計  △ 6,561,315 △ 5,168,840 1,392,475 

利息及び配当金の受取額  3,904 12,353  

利息の支払額  △  17,060 △   14,527  

法人税等の支払額  △  342,328 △  630,071  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 6,916,800 △ 5,801,085 1,115,714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
  

㈱フィデック（8423）平成20年３月期決算短信 

12 
 

  

 

  

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

     至 平成20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） 

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  △   7,086 △     38,517  

有形固定資産の売却による収入  9,619 3,582  

無形固定資産の取得による支出  △  26,340 △    46,321  

投資有価証券の取得による支出  △  302,460 △     64,765  

投資有価証券の売却による収入  － 20,000  

差入保証金の預託による支出  △   7,304 △     17,114  

差入保証金の返戻による収入  11,900 508  

長期前払費用の支払による支出  － △     10,917  

その他  △    679 △        11  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  322,351 △   153,558 168,792 

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）  10,632,668 6,889,999  

長期借入れによる収入  1,250,000 900,000  

長期借入金の返済による支出  △ 1,422,100 △ 2,036,600  

社債の発行による収入  988,931 －  

株式の発行による収入  2,017,013 511,136  

新株予約権の発行による収入  71,117 －  

配当金の支払額  △  42,835 △   62,626  

財務活動によるキャッシュ･フロー  13,494,796 6,201,909 △7,292,886 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  6,255,644 247,265 △6,008,378 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,551,620 8,807,264 6,255,644 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 8,807,264 9,054,529 247,265 
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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18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数   ２社 (１)連結子会社の数   ２社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 ㈱メディカル・ペイメント 

（旧㈲ジェイアンドエフ接骨師協会） 

㈱日本決済代行 

㈱日本決済代行については、当連結

会計年度において新たに設立したこ

とにより、連結子会社に含めておりま

す。  

 

㈱メディカル・ペイメント 

㈱日本決済代行 

 

 (２)主要な非連結子会社の名称等 (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  同左 

 （連結の範囲から除いた理由） （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。 

 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

  持分法を適用していない主要な非

連結子会社 

同左 

 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．連結子会社の事業年度等

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 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

 有価証券  有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 子会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

 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 

 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 

 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 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

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 

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         ５～15年 

車両運搬具        ６年 

工具器具備品     ４～15年  

 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度よ

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の影響額

は僅少であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 なお、この変更による損益の影響額

は僅少であります。 

 ロ 無形固定資産 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。 

 

同左 

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準 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。 

同左 

 ロ 賞与引当金 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連結会計

年度負担額を計上しております。 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

(4）重要な外貨建の資産又

は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。 

───── 

(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 

イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方

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。 

同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 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 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 ハ ヘッジ方針 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。 

同左 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 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。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (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は税抜方式によ

っております。 

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18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20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」

（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）

を当連結会計年度より適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

8,378,609千円であります。 

 また、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

───── 

（ストック・オプション等に関する会計基準）  

 「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業

会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を当連結会計

年度より適用しております。 

 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18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

 

 

(連結損益計算書)  

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりました「家賃原価」は、営業外費用の100分の10を

超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「家賃原価」の金額は781千円で

あります。      
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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19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※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。 

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 7,474,000千円 
  

 
買取債権 8,619,000千円 

  
担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

 
短期借入金 1,000,000千円 

  

 
短期借入金 1,000,000千円 

  
なお、上記のほか将来において発生する買取債

権を担保に入れております。 

 

なお、上記のほか将来において発生する買取債

権を担保に入れております。 

※２ 買取債権 ※２ 買取債権 

当社は、提携先の行う不動産開発プロジェクト

において、提携先と工事業者間の工事請負契約に

基づき、工事業者（債権者）から提携先（債務者）

に対する役務提供が完了していない未成工事受入

金の請求権の買取依頼を受けた場合には、役務提

供が完了し確定した通常の債権と同様に買取を行

っております。 

上記の役務提供が完了していない請求権の買取

残高は連結貸借対照表上、買取債権に含めており、

その当連結会計年度末残高は7,474,000千円であ

ります。 

また、当連結会計年度において債権売却によっ

て、オフバランスされている買取債権残高は 

5,059,410千円であります。 

 

当社は、提携先の行う不動産開発プロジェクト

において、提携先と工事業者間の工事請負契約に

基づき、工事業者（債権者）から提携先（債務者）

に対する役務提供が完了していない未成工事受入

金の請求権の買取依頼を受けた場合には、役務提

供が完了し確定した通常の債権と同様に買取を行

っております。 

上記の役務提供が完了していない請求権の買取

残高は連結貸借対照表上、買取債権に含めており、

その当連結会計年度末残高は8,619,000千円であ

ります。 

また、当連結会計年度において債権売却によっ

て、オフバランスされている買取債権残高は

9,515,461千円であります。 

※３ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであ

ります。 

※３  非連結子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 投資有価証券           5,000千円 

投資その他の資産 投資その他の資産 

その他(出資金)        15,440千円 

 

その他(出資金)         15,440千円 

 

※４ 長期営業債権 ※４ 長期営業債権 

回収期間が長期となる差入保証金を買い取った

ものであります。 

 

回収期間が長期となる差入保証金を買い取った

ものであります。 

※５ 預り金 ※５ 預り金 

当社の支払代行業務にかかる一時預り金が 

3,181,510千円含まれております。 

 

当社の支払代行業務にかかる一時預り金が

2,798,560千円含まれております。 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

６          ───── ６ 偶発債務 

 当社は平成19年２月15日に、当社が譲り受けた

債権35,000千円について、債務者であるアイリス

株式会社（東京都港区 以下「アイリス社」）か

ら債務不存在確認請求訴訟を東京地方裁判所に

提起されました。 

 これに対し当社は、合法かつ第三者対抗要件を

兼ね備えて本件債権を譲り受けていることから

アイリス社に対して34,727千円の支払を求める

反訴を提起しました。 

これにつき平成20年３月25日に東京地方裁判所

よりアイリス社の訴えを認める判決が出ておりま

すが、当社は判決内容を不服として東京高等裁判

所に控訴を提起しており、現在係争中であります。 

当社は裁判で当社の正当性を主張し争っていく

方針であります。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20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。 

※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 335,073千円 

役員報酬 92,942千円 

給料手当 204,896千円 

雑給 114,467千円 

賞与引当金繰入額 26,700千円 

貸倒引当金繰入額 27,393千円 
   

 
販売促進費 398,951千円 

役員報酬 110,216千円 

給料手当 245,864千円 

雑給 100,268千円 

賞与引当金繰入額 25,200千円 

貸倒引当金繰入額 3,990千円 
  

※２ 固定資産売却益 ※２ 固定資産売却益 

   車両運搬具（有形固定資産その他） 

   売却益      71千円 

   車両運搬具（有形固定資産その他） 

   売却益        67千円 

※３ 固定資産除却損 ※３             ───── 

器具備品（有形固定資産その他） 

除却損     1,461千円 

        

 
（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 53,544 125,388 － 178,932 

（注）   普通株式発行済株式総数の増加125,388株は、株式分割による増加107,088株、新株引受権付社債の新

株引受権の権利行使による新株の発行による増加7,500株、新株予約権の権利行使による新株の発行に

よる増加10,800株であります。 

 

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（株） 

区分 
新株予約権の
内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

前連結会計年度
末 

当連結会計年度
増加 

当連結会計年度
減少 

当連結会計年度
末 

当連結会計年度
末残高 
（千円） 

平成13年 
新株引受権 

普通株式 2,500 5,000 7,500 ― ― 

提出会社 
平成18年 
新株予約権 

普通株式 ― 43,200 10,800 32,400 60,000 

合計 ― 60,000 

（注）１.平成13年新株引受権の当連結会計年度増加は、平成18年４月１日付けをもって、１株を３株とする株式

分割を行ったことによるものであります。 

    ２.平成13年新株引受権の当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

３.平成18年新株予約権の当連結会計年度増加のうち26,400株は、新株予約権の発行によるものであります。 

４.平成18年新株予約権の当連結会計年度増加のうち16,800株は、行使価額が修正されたことによるもので

あります。 

５.平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 
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６.平成18年新株予約権の当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の数は、当連結会計年度末に

おける行使価額により算出された株式の数を記載しております。 

 
３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 42,835 800 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 
（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   次のとおり決議しております。 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 62,626 利益剰余金 350 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

 
当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度増

加株式数（株） 

当連結会計年度減

少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 178,932 4,200 － 183,132 

（注）普通株式発行済株式総数の増加4,200株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。 

 
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（株） 

区分 
新株予約権の
内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

前連結会計年度
末 

当連結会計年度
増加 

当連結会計年度
減少 

当連結会計年度
末 

当連結会計年度
末残高 
（千円） 

提出会社 
平成18年 
新株予約権 

普通株式     32,400     －     2,700     29,700      55,000 

合計     55,000 

（注）１.平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

   ２.平成18年新株予約権の当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の数は、当連結会計年度末にお

ける行使価額により算出された株式の数を記載しております。 

 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 62,626 350 平成19年３月31日 平成19年６月27日 
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（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   次のとおり決議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 82,409 利益剰余金 450 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

 

（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18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

※１ 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 

※１ 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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） 
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 8,807,264 

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 8,807,264 
  

 
 （千円） 

現金及び預金勘定 9,054,529 

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 9,054,529 
  

２  重要な非資金取引 ２  重要な非資金取引 
 

新株予約権の行使による 

資本金増加額 
10,000千円 

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額 
10,000千円 

新株予約権の行使による 

新株予約権減少額 
20,000千円 

  

 
新株予約権の行使による 

資本金増加額 
2,500千円 

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額 
2,500千円 

新株予約権の行使による 

新株予約権減少額 
5,000千円 

  
 

 
 

（リース取引関係） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19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19年４月１日至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 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 325,036 397,513 72,477 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

小計 325,036 397,513 72,477 

（1）株式 103,714 54,232 △ 49,481 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

小計 103,714 54,232 △ 49,481 

合計 428,750 451,746 22,995 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19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） 

20,000 － － 

 

３．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） 

(1) 非連結子会社株式  

非上場株式 5,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 103,600 
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当連結会計年度末（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 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 20,000 23,760 3,760 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

小計 20,000 23,760 3,760 

（1）株式 172,895 159,871 △  13,024 

（2）債券 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

小計 172,895 159,871 △  13,024 

合計 192,895 183,631 △   9,264 

  （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について300,620千円減損処理を行っており

ます。 

      なお、時価のある有価証券の減損については、時下が取得価格に比べ50％以上下落したものは原則とし

て減損処理を行い、30％以上50％未満の下落率にあるものは、回復可能性の無いものについて減損処理

を行うこととしております。 

 

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） 

(1) 非連結子会社株式  

非上場株式 5,000 

(2) その他有価証券  

非上場株式 103,600 

 
 
（デリバティブ取引関係） 

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しております。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19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19年４月１日至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役 ３名 
当社従業員 14名 

社外コンサルタント 1社 
当社取締役 ３名 
当社監査役 １名 
当社従業員 30名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 6,675株 普通株式 600株 普通株式 3,300株 

付与日 平成16年３月10日 平成17年12月２日 平成18年４月19日 

権利確定条件 

権利確定日（平成19年３月10日）
において当社、当社子会社、当社
の関係会社の役員もしくは従業員
であること 

権利確定日（平成19年６月28日）
においてコンサルタント契約を締
結していること 

権利確定日（平成19年６月28日）
において当社、当社子会社または
当社の関係会社の役員または従業
員であること 

対象勤務期間 
自平成16年３月11日至平成19年３
月10日 

自平成17年12月３日至平成19年６
月28日 

自平成18年４月20日至平成19年６
月28日 

権利行使期間 
平成19年３月11日から平成26年３
月10日まで 

平成19年６月29日から平成26年６
月末日まで 

平成19年６月29日から平成26年６
月末日まで 

  （注） 株式数に換算して記載しております。 

 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について 

は株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

  第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  4,575（注） 600（注） － 

付与  － － 3,300 

失効  75 － 75 

権利確定  4,500 － － 

未確定残  － 600 3,225 

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  － － － 

権利確定  4,500 － － 

権利行使  － － － 

失効  － － － 

未行使残  4,500 － － 

 （注） 平成18年４月１日付けをもって、１株を３株とする株式分割を行っており、株式分割後の株式数を記載 

しております。 
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②単価情報 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

  第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利行使価格 （円） 10,000 284,830 321,173 

行使時平均株価 （円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日） 

（円） － － － 

 
当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

 第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役 ３名 
当社従業員 14名 

社外コンサルタント 1社 
当社取締役 ３名 
当社監査役 １名 
当社従業員 30名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 6,675株 普通株式 600株 普通株式 3,300株 

付与日 平成16年３月10日 平成17年12月２日 平成18年４月19日 

権利確定条件 

権利確定日（平成19年３月10日）
において当社、当社子会社、当社
の関係会社の役員もしくは従業員
であること 

権利確定日（平成19年６月28日）
においてコンサルタント契約を締
結していること 

権利確定日（平成19年６月28日）
において当社、当社子会社または
当社の関係会社の役員または従業
員であること 

対象勤務期間 
自平成16年３月11日至平成19年３
月10日 

自平成17年12月３日至平成19年６
月28日 

自平成18年４月20日至平成19年６
月28日 

権利行使期間 
平成19年３月11日から平成26年３
月10日まで 

平成19年６月29日から平成26年６
月末日まで 

平成19年６月29日から平成26年６
月末日まで 

  （注） 株式数に換算して記載しております。 

 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について 

は株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

  第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  －         600 3,225 

付与  － － － 

失効  － － － 

権利確定  － 600 3,225 

未確定残  － － － 

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末               4,500 － － 

権利確定  － 600 3,225 

権利行使  1,500 － － 

失効  － 600 315 

未行使残  3,000 － 2,910 
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②単価情報 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

  第１回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利行使価格 （円） 10,000 284,830 321,173 

行使時平均株価 （円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日） 

（円） － － － 

 

 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20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 32,355千円 

貸倒引当金 12,388千円 

賞与引当金 10,866千円 

税務上の繰越欠損金 2,682千円 

その他 2,705千円 

繰延税金資産小計 61,000千円 

評価性引当額 △ 2,682千円 

繰延税金資産合計 58,317千円 

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △ 9,359千円 

繰延税金負債合計 △ 9,359千円 

繰延税金資産の純額 48,958千円 
   

 
（繰延税金資産）  

未払事業税 28,440千円 

貸倒引当金 14,047千円 

賞与引当金 10,256千円 

税務上の繰越欠損金 1,508千円 

その他有価証券評価差額金 3,770千円 

その他 3,556千円 

繰延税金資産小計 61,579千円 

評価性引当額 △ 1,508千円 

繰延税金資産合計 60,071千円 

（繰延税金負債）  

未収事業税 △   758千円 

繰延税金負債合計 △   758千円 

繰延税金資産の純額 59,312千円 
   

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 

0.4％ 

住民税均等割 0.3％ 

その他 0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.5％ 
  

 
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 

0.2％ 

住民税均等割 0.3％ 

その他 △ 0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.1％ 
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（セグメント情報） 

a.  事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 18年４月１日至平成19年３月 31日）及び当連結会計年度（自平成 19年４月１日至平成

20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。 

 

b.  所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 18年４月１日至平成19年３月 31日）及び当連結会計年度（自平成 19年４月１日至平成

20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。 

 

c.  海外売上高 

前連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19年３月 31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日至平成

20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18年４月１日至平成19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19年４月１日至平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

前連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19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19年４月１日至平成20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18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 
 

１株当たり純資産額 46,825円66銭 

１株当たり当期純利益金額 3,912円24銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
3,723円33銭 

  

 

１株当たり純資産額 52,703円63銭 

１株当たり当期純利益金額 4,589円45銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
4,506円71銭 

  
当社は、平成18年４月１日付けで株式１株につき３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 

35,406円19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 

2,403円76銭 
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（注）１ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 680,946 836,448 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 680,946 836,448 

期中平均株式数（株） 174,056 182,255 

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） 8,831 3,346 

（うち新株引受権（株）） （366）         － 

（うち新株予約権（株）） （8,465） （3,346） 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

平成17年６月28日定時株主総会決議

に基づく第３回新株予約権 

（普通株式 600株） 

平成17年６月28日定時株主総会決議

に基づく第４回新株予約権 

（普通株式 3,225株） 

平成17年６月28日定時株主総会決

議に基づく第４回新株予約権 

（普通株式 2,910株） 

平成18年５月10日取締役会決議

に基づく第５回新株予約権 

（普通株式 29,700株） 

 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,438,609 9,706,721 

  純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
60,000 55,000 

（うち新株予約権）      （60,000）      （55,000） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,378,609 9,651,721 

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数 
178,932 183,132 
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（重要な後発事象） 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

平成19年５月10日に第５回新株予約権が行使されまし

た。その内容は以下のとおりであります。 

(1) 新株発行の内容 

① 行使された新株予約権の数                50個 

② 発行する株式の種類及び数    普通株式 2,700株 

③ 発行価額                         184,600円 

④ 発行総額                         498,420千円 

⑤ 発行価額のうち資本に組入れる額      92,300円 

(2) 資金使途 

全額を売掛金流動化事業において当社の提携先の納

入業者から売掛金債権を買い取る資金に充当する予定

であります。 

 

 

平成20年４月23日開催の取締役会において、第５回新

株予約権(以下、「本新株予約権」という。) につきまし

て、残存する全ての本新株予約権を取得し、消却するこ

とを決議いたしました。その内容は以下のとおりであり

ます。 

 

 (1)  取得及び消却の理由 

平成18年5月26日にゴールドマン・サックス証券株

式会社を割当先として発行いたしました第５回新株

予約権につきまして、債権買取資金の確保の目的を達

成したためであります。 

（2）取得対象新株予約権 

平成20年５月８日時点において残存する新株予約

権全部 

  (3) 新株予約権の数 

    550個 

  (4) 取得価額 

    一個当たり100,000円 

  (5) 取得、処分の時期 

    平成20年５月８日 

  (6) その他 

    上記による損益に与える影響はありません。 
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５．個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
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   8,728,059   9,018,912   

２．買取債権   26,115,680   31,426,837   

３．営業貸付金   1,855,000   3,249,000   

４．売掛金   6,080   8,377   

５．前払費用   41,473   48,176   

６．繰延税金資産   50,734   53,115   

７．未収入金   30,928   4,722   

８．その他   758   391   

貸倒引当金   △ 21,794   △ 26,686   

流動資産合計   36,806,922 97.3  43,782,846 98.2 6,975,923 

Ⅱ 固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物  56,310   75,598    

減価償却累計額  10,272 46,037  20,331 55,267   

２．車両運搬具  4,881   9,479    

減価償却累計額  2,263 2,617  2,964 6,514   

３．工具器具備品  42,375   52,449    

減価償却累計額  26,552 15,822  35,191 17,258   

有形固定資産合計   64,477 0.2  79,040 0.2  14,562 

(2)無形固定資産         

１．ソフトウェア   61,375   86,339   

２．電話加入権   357   357   

無形固定資産合計   61,732 0.1  86,697 0.2 24,964 

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券   555,346   287,231   

２．関係会社株式   18,550   18,550   

３. 出資金   20   20   

４．関係会社出資金   15,440   15,440   

５．長期前払費用   －   8,219   

６．差入保証金   130,784   145,107   

７．長期営業債権   198,378   177,887   

８．繰延税金資産   －   6,956   

９．その他   1,306   688   

  貸倒引当金   △ 8,728   △ 7,827   

投資その他の資産合計   911,098 2.4  652,273 1.4 △ 258,824 

固定資産合計   1,037,308 2.7  818,011 1.8 △ 219,297 

資産合計   37,844,231 100.0  44,600,857 100.0 6,756,625 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
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   22,417,000   29,357,000   

２．１年以内返済予定

の長期借入金 
  1,837,000   775,400   

３．未払金   53,288   70,210   

４．未払費用   29,106   29,346   

５．未払法人税等   332,751   337,455   

６．預り金   3,192,448   2,817,319   

７．前受収益   99,134   194,449   

８．賞与引当金   26,700   25,200   

９．その他   15,295   8,417   

流動負債合計   28,002,726 74.0  33,614,798 75.4 5,612,071 

Ⅱ 固定負債         

１. 社債   1,000,000   1,000,000   

２．長期借入金   439,500   364,500   

３．繰延税金負債   5,840   －   

４．その他   20,000   20,000   

固定負債合計   1,465,340 3.9  1,384,500   3.1 △ 80,840 

負債合計   29,468,067 77.9  34,999,298 78.5 5,531,230 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
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） 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金   3,408,857 9.0  3,668,067 8.2 259,210 

２．資本剰余金         

（1）資本準備金  3,516,237   3,775,447    

資本剰余金合計   3,516,237 9.3  3,775,447 8.5 259,210 

３．利益剰余金         

（1）その他利益剰余金         

  繰越利益剰余金  1,377,432   2,108,537    

利益剰余金合計   1,377,432 3.6  2,108,537 4.7 731,105 

株主資本合計   8,302,527  21.9  9,552,052  21.4 1,249,525 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１. その他有価証券評価

差額金 
  13,636 0.0  △ 5,493 0.0  

評価・換算差額等合計   13,636 0.0  △ 5,493 0.0 △ 19,130 

Ⅲ 新株予約権   60,000 0.2  55,000 0.1 △ 5,000 

純資産合計   8,376,164  22.1  9,601,559  21.5 1,225,394 

負債純資産合計   37,844,231 100.0  44,600,857 100.0 6,756,625 
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（２）損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20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   2,854,442 100.0  3,580,670 100.0 726,227 

Ⅱ 金融費用   219,370 7.7  354,902 9.9 135,531 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,528,965 53.5  1,576,376 44.0 47,410 

営業利益   1,106,107 38.8  1,649,392 46.1 543,285 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  1,881   9,119    

２．受取配当金  1,943   2,912    

３．家賃収入  －   19,121    

４．保険解約収入  －   3,990    

５．収益分配金  769   －    

６．その他  1,250 5,844 0.2 482 35,627 1.0 29,783 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  17,948   7,189    

２．社債利息  4,542   9,205    

３. 株式交付費  1,664   2,283    

４．新株予約権発行費  8,882   －    

５．社債発行費  11,068   －    

６．家賃原価  －   19,110    

７．その他  24 44,130 1.6 － 37,788 1.1 △ 6,342 

経常利益   1,067,820 37.4  1,647,231 46.0 579,410 

Ⅵ 特別利益         

１. 賞与引当金戻入  623   3,614    

２．固定資産売却益  71 694 0.0 67 3,681 0.1 2,987 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損  1,461   －    

２．投資有価証券評価損  － 1,461 0.0 300,620 300,620 8.4 299,159 

税引前当期純利益   1,067,053 37.4  1,350,292 37.7 283,238 

法人税、住民税及び事業税  467,087   558,608    

法人税等調整額  △24,466 442,621 15.5 △2,048 556,560 15.5 113,939 

当期純利益   624,432 21.9  793,731 22.2 169,298 
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（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 繰越利益剰

余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,389,514 2,496,652 2,496,652 795,835 795,835 5,682,003 

事業年度中の変動額       

新株の発行（新株引受権又は

新株予約権の行使） 
1,019,342 1,019,585 1,019,585   2,038,927 

剰余金の配当（注）    △ 42,835 △ 42,835 △ 42,835 

当期純利益    624,432 624,432 624,432 

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） 
1,019,342 1,019,585 1,019,585 581,597 581,597 2,620,524 

平成19年３月31日残高（千円） 3,408,857 3,516,237 3,516,237 1,377,432 1,377,432 8,302,527 
        

 

評価・換算差額等 新株予約権  

その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計 
新株引受権 新株予約権 

新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） △  566 △  566 250 － 250 5,681,686 

事業年度中の変動額       

新株の発行（新株引受権又は

新株予約権の行使） 
     2,038,927 

剰余金の配当（注）      △ 42,835 

当期純利益      624,432 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
14,202 14,202 △ 250 60,000 59,750 73,952 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
14,202 14,202 △ 250 60,000 59,750 2,694,477 

平成19年３月31日残高（千円） 13,636 13,636 － 60,000 60,000 8,376,164 
        

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20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 繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高（千円） 3,408,857 3,516,237 3,516,237 1,377,432 1,377,432 8,302,527 

事業年度中の変動額       

新株の発行（新株予約権の行

使） 
259,210 259,210 259,210   518,420 

剰余金の配当    △ 62,626 △ 62,626 △ 62,626 

当期純利益    793,731 793,731 793,731 

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） 
259,210 259,210 259,210 731,105 731,105 1,249,525 

平成20年３月31日残高（千円） 3,668,067 3,775,447 3,775,447 2,108,537 2,108,537 9,552,052 
        

 

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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高（千円） 13,636 13,636 60,000 8,376,164 

事業年度中の変動額     

新株の発行(新株予約権の行

使） 
   518,420 

剰余金の配当    △ 62,626 

当期純利益    793,731 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△ 19,130 △ 19,130 △ 5,000 △ 24,130 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△ 19,130 △ 19,130 △ 5,000 1,225,394 

平成20年３月31日残高（千円） △  5,493 △  5,493 55,000   9,601,559 
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６．その他 

 

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 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

      至 平成20年３月31日） 

対前年比 

小売・卸売業（千円） 71,297,349 80,964,051 113.6％ 

建設・不動産業（千円） 131,699,198 171,451,095 130.2％ 

製造業（千円） 10,939,194 16,631,195 152.0％ 

サービス業（千円） 7,828,628 7,122,790 91.0％ 

その他の事業（千円）  5,417,415 1,045,180 19.3％ 

合計 227,181,786 277,214,314 122.0％ 

（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 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

      至 平成20年３月31日） 

対前年比 

C.Fダイレクト事業（千円） 2,971,064 3,666,149 123.4％ 

合計 2,971,064 3,666,149 123.4％ 

（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 429,479 千円（11.7％）、前連結会計年度にお

ける同社に対する営業収益は 522,623千円（17.6％）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 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

      至 平成20年３月31日） 

対前年比 

債権買取収益（千円） 2,127,701 2,814,742 132.3％ 

業務委託収益（千円） 620,288 535,528 86.3％ 

その他収益（千円） 223,074 315,878 141.6％ 

合計 2,971,064 3,666,149 123.4％ 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
 


