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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）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 8,180 △41.2 587 － 582 － 169 －

19年３月期 13,910 △5.1 △3,616 － △3,585 － △5,636 －

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

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 15 65 － － 1.5 1.6 7.2

19年３月期 △520 37 － － △39.7 △6.5 △26.0

（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）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 24,973 11,379 45.6 1,050 67

19年３月期 47,030 11,220 23.9 1,035 93

（参考）自己資本 20年３月期 11,379 百万円 19年３月期 11,220 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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 10,972 117 △18,813 2,101

19年３月期 12,701 242 △12,603 9,824

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

純資産

配当率（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 10 00 － － 10 00 108 － 0.8

20年３月期 － － 5 00 5 00 54 31.9 0.5

21年３月期
（予想）

－ － － － 0 00 － － －

３．平成21年３月期の業績予想（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、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 2,010 △60.3 △619 － △618 － △634 － △58 62

通期 3,442 △57.9 △1,041 － △1,040 － △1,072 － △99 06
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　   有

②　①以外の変更　　　　　　　　   有

（注）詳細は、22ページ「重要な会計方針」をご覧ください。

(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） 20年３月期 11,138,710 株 19年３月期 11,138,710 株

②　期末自己株式数 20年３月期 307,790 株 19年３月期 307,700 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の予想は、現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提として

おり、今後の様々な要因によって大きく変動する可能性がありますので、取り扱いには十分な注意を要します。

　なお、業績予想の前提となる仮定その他の関連事項につきましては、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関す

る分析」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当期の経営成績

  当事業年度におけるわが国経済は、民間設備投資の拡大や企業収益の改善等により緩やかながら回復基調で推移いた

しましたが、原油価格の高騰やサブプライムローン問題の影響による米国経済減退が懸念されるなど、景気の先行きに

は減速感が強まっております。

  当貸金業界におきましては、利息返還請求による損失の増加が利益圧迫要因となっているほか、利息制限法金利に対

応した損益モデル再構築の必要に迫られるなど、業界を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況で推移いたしました。

  このような経営環境の下で当社は、ローコストオペレーションの実現による事業基盤の立て直しを図るため、損益モ

デルの再構築に向けた全社レベルでの抜本的なコスト構造の見直しによる経営改革に取り組みました。

  当社は、「貸金業法」への対応として債権ポートフォリオの改善を図るために前事業年度より実施してきた与信基準

の引き締め等の影響で融資残高の減少が続いている厳しい状況に鑑み、平成19年８月31日開催の取締役会において大規

模な店舗閉鎖による店舗網縮小と希望退職者募集による大幅な人員削減を柱とするリストラ実施を決定し、同年10月15

日付で実施いたしました。これにより、前事業年度下半期より順次実施してきた店舗統廃合により当中間会計期間末に

おいて25支店あった営業拠点数は９支店となり、社員数は約130名の人員体制となるなど、店舗網及び人員構成等の事

業体制は収益規模に対応する規模に整備され、人件費を含む営業経費等の大幅な削減が図れました。

  また、グレーゾーン金利の廃止及び利息返還請求の増加等に起因する貸金業界の先行き不安から金融機関の融資姿勢

に慎重さが高まり、より一層厳しさを増す資金調達環境に対処すべく、貸付金の回収額と借入金の返済額をバランスさ

せ、キャッシュ・フロー改善による資金繰りの安定化を図ることを目的に、昨年８月より貸出停止による資金支出の抑

制で流動資金の確保に努める傍ら、取引先金融機関全38先に対して金融支援（借入金約定返済元金の変更による返済期

限の延長）を要請いたしました。当該金融支援の要請につきましては、平成20年３月期決算発表日現在、取引先全金融

機関のうち応諾に向けて前向きな交渉を続けている１先を残して約定変更契約の締結を完了しており、今後の資金繰り

における流動性資金の安定した推移が確保できる状態となるなど、資金の支出と収入のアンバランスが是正され、キャッ

シュ・フローが大幅に改善いたしました。

  当事業年度における経営成績は、与信基準の引き締めと昨年８月からの貸出停止の影響で当事業年度末における融資

残高が前事業年度末に比べて大幅に減少し27,898百万円（前期末比48.7％減）となったことによって貸付金利息収入が

減少し、営業収益は8,180百万円（前期比41.2％減）なりました。

  これに対し、借入金残高の大幅な減少により支払利息等の営業費用が大幅に減少したほか、リストラ実施による人件

費、その他費用の減少ならびに広告宣伝費等の営業活動諸費用の減少等により販売費及び一般管理費が減少したことに

より、営業利益は587百万円（前事業年度は営業損失3,616百万円）、経常利益は582百万円（前事業年度は経常損失

3,585百万円）となりました。

　また、当事業年度において実施いたしましたリストラに係る影響（特別利益が199百万円、特別損失が604百万円）等

により、当期純利益は169百万円（前事業年度は当期純損失5,636百万円）となりました。

  なお、当事業年度末における融資残高には、資産流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金11,931百万円（顧客

数12,231件、契約口数13,887件）が含まれております。
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次期の見通し

　今後のわが国経済は、米国経済の減速懸念や、原油価格の高騰、原材料価格の上昇の影響等により景気回復を牽引し

てきた企業部門の動きに弱さが見られるなど、景気は先行き不透明感の強い状況となっております。

　当貸金業界におきましては、「貸金業法」の全面施行による法定上限金利の引き下げへの対応としてビジネスモデル

の再構築が急務となるなど、業界を取り巻く経営環境は一層厳しくなることが予想されます。

  このような経営環境の下で当社は、ローコストオペレーションの実現による事業基盤の立て直しを図るため、損益モ

デルの再構築に向けた全社レベルでの抜本的なコスト構造の見直しによる経営改革に継続して取り組むことで、上限金

利引き下げ等の法改正に適応した社内体制の整備を積極的に推し進めます。

　当社は、平成18年12月の「貸金業法」公布後、同法全面施行への対応に向けて実施してきたリスク債権排除と貸付審

査の厳格化等の営業施策とならび、当期にける融資残高の大幅な減少の一因となった流動性資金の確保を目的とした営

業調整を平成20年５月を以って終了し、新規顧客の獲得に注力するほか、審査業務及び債権管理業務の集中化を積極的

に推進することで、貸付リスクの縮減と業務効率向上によるコスト削減を計画しており、新たな収益水準に対応した営

業体制の構築が次期において完了する見通しとなっております。

　なお、次期の業績につきましては、資金調達の状況ならびに流動性資金の安定した推移を確保しながらの貸出額とな

るため、期末の通常債権残高は当事業年度末に比べ10,255百万円減の12,594百万円となる見込みであることに加え、

「貸金業法」の全面施行への対応を先取りした利息制限法金利による貸出を促進することによる債権利回り低下の影響

もあり、営業収益は当事業年度に比べ4,738百万円減の3,442百万円（当期比57.9％減）となる見通しです。

　また、借入金残高の減少による支払利息等の営業費用の減少や、当事業年度に実施いたしましたリストラ効果による

人件費ならびにその他営業経費の減少による販売費及び一般管理費の減少を見込んでいるものの、営業収益の大幅な減

少が影響し、段階利益については、経常損益が1,040百万円の損失（当期は経常利益582百万円）となり、税引後の最終

損益は1,072百万円の純損失（当期は169百万円の純利益）となる見通しであります。

(2）財政状態に関する分析

① 資産の部

流動資産

  信託受益権が1,853百万円の増加、未収収益が2,041百万円の増加となる一方、当事業年度末の現金及び預金が前事

業年度末に比べて7,729百万円減少し2,101百万円（前事業年度末は9,831百万円）、営業貸付金が前事業年度末に比べ

て16,648百万円減少し13,865百万円、商業手形が前事業年度末に比べて2,049百万円の減少し169百万円となるなど、

それぞれ前事業年度末に比べて大幅な減少となったことにより、当事業年度末の流動資産の残高は22,975百万円（前

事業年度末は44,520百万円）となり、前事業年度末に比べて21,545百万円減少いたしました。

固定資産

  有形固定資産の残高が、建物、器具備品等の減価償却により前事業年度末に比べて93百万円減少し、無形固定資産

についてもソフトウェア償却等により前事業年度末に比べて31百万円減少したほか、当事業年度末の投資その他の資

産の残高が前事業年度末に比べて386百万円減少したことにより、当事業年度末の固定資産の残高は1,998百万円（前

事業年度末は2,509百万円）となり、前事業年度末に比べて511百万円減少いたしました。

② 負債の部

流動負債

  利息返還損失引当金の流動負債計上額が1,771百万円（前事業年度末は1,600百万円）となったことによる増加はあ

りましたが、短期借入金の残高が284百万円（前事業年度末は6,230百万円）、１年以内返済予定の長期借入金の残高

が5,347百万円（前事業年度末は12,443百万円）、１年以内償還予定の社債（前事業年度末は1,000百万円）が全額償

還となるなど流動負債に計上する有利子負債残高が前事業年度末に比べて14,040百万円減少したことにより、当事業

年度末の流動負債の残高は8,429百万円（前事業年度末は23,585百万円）となり、前事業年度末に比べて15,156百万円

減少いたしました。

固定負債

  長期借入金の残高が前事業年度末に比べて4,772百万円減少し3,922百万円（前事業年度末は8,694百万円）となった

ほか、利息返還損失引当金の固定負債計上額が836百万円（前事業年度末は2,400百万円）となったこと等により、当

事業年度末の固定負債の残高は5,164百万円（前事業年度末は12,224百万円）となり、前事業年度末に比べて7,059百

万円減少いたしました。
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③ 純資産の部

  第25期定時株主総会決議に基づく剰余金処分による増減（配当積立金が250百万円減少、別途積立金が4,626百万円

減少、繰越利益剰余金が4,876百万円増加）のほか、当期純利益169百万円の計上により当事業年度末の利益剰余金の

残高が5,883百万円（前事業年度末は5,713百万円）となり、前事業年度末に比べて169百万円増加したことにより、当

事業年度末の純資産の残高は11,379百万円（前事業年度末は11,220百万円）となり、前事業年度末から159百万円増加

いたしました。

④ キャッシュ・フロー

  当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動に伴う営業貸付金等の貸付実行及

び回収による資金の増減における資金の増加はありましたが、資金調達活動における長短借入金等の借入及び返済に

おける資金の減少、社債償還による支出が主たる資金の減少要因となり、前事業年度末に比べて7,722百万円減少し、

2,101百万円（前事業年度末は9,824百万円）となりました。

  当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によるキャッシュ・フローは、10,972百万円の増加（前事業年度は12,701百万円の増加）となりました。

これは、利息返還損失引当金の減少額が1,392百万円（前事業年度は3,770百万円の増加）、資産流動化スキームに伴

う収支がＡＢＳ（資産担保証券）の加速償還開始により721百万円の資金の減少（前事業年度は8,472百万円の増加）

となる一方、税引前当期純利益（△は純損失）が243百万円（前事業年度は△3,596百万円）となったほか、与信基準

の引き締めと昨年８月からの貸出停止により資金支出が抑制され、営業活動における営業貸付金等の貸付実行及び回

収による資金の増減において13,416百万円の資金の増加（前事業年度は144百万円の増加）となったことによるもの

です。

（投資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・フローは、117百万円の増加（前事業年度は242百万円の増加）となりました。これは、

営業系新システム開発に係る支出等の固定資産の取得による支出において41百万円の資金の減少（前事業年度は55百

万円の減少）はありましたが、投資有価証券の償還等による収入17百万円、差入保証金の返還による収入158百万円

等の資金の増加によるものです。

（財務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・フローは、18,813百万円の減少（前事業年度は12,603百万円の減少）となりました。

これは、資金調達活動における長短借入金等の借入及び返済における17,812百万円の資金の減少（前事業年度は12,360

百万円の減少）、社債償還による支出1,000百万円（前事業年度は ― 百万円）によるものです。

 キャッシュ・フロー指標のトレンド

第22期 第23期 第24期 第25期 第26期
（平成16年３月） （平成17年３月） （平成18年３月） （平成19年３月） （平成20年３月）

自己資本比率（％） 32.3 29.7 27.3 23.9 45.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
17.6 27.7 24.7 12.2 7.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
7.4 8.4 10.6 6.1 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
3.9 4.0 4.1 5.7 ―

（注）１．各指標の算出方法は、以下のとおりです。

    (1）自己資本比率：自己資本／総資産

    (2）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

    (3）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

    (4）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

      ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

      ３．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローから、営業貸付金等に係る収入・支出

          を除いた数値を使用しております。

      ４．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、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。

      ５．第26期は営業キャッシュ・フローがマイナスとなるため、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

　　　　　シオは記載しておりません。
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(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、株主の皆様への利益配分に関して、当社の業績、業界の動向、経済状況等を勘案し、今後の事業展開に十分

な株主資本を備えるため、内部留保の充実を図りながら安定した利益配分を継続することを基本方針としております。

  内部留保金につきましては、営業収益の源泉である営業貸付金等への再投資に充てるほか、営業基盤の整備拡充のた

めの費用等、将来における株主の皆様の利益拡大のための事業体質の強化に役立てることとしております。

  なお、当事業年度の配当金につきましては、依然厳しい経営環境に鑑み、平成19年11月12日の平成20年３月期中間決

算発表時に公表いたしました配当予想のとおり、期末配当を１株につき５円00銭とさせていただく予定であり、１株当

たりの年間配当額は５円00銭（前期に比べ５円00銭の減配）となります。

　なお、次期配当予想につきましては、次期業績が純損失となる見通しであり、中間配当、期末配当ともに見送らせて

いただく予定です。株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、ご理解賜りますようお願い申しあげます。今後は、業

績の向上に努め、早期に復配できるよう尽力してまいります。 

(4）事業等のリスク

  当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要

であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

  なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であ

ります。

  本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成20年3月期決算発表日現在において当社

が判断したものであります。

① 経済環境の変動に伴うリスク

 ａ．経済環境の変動について

  わが国経済は、民間設備投資の拡大や企業収益の改善等により、依然緩やかながら回復基調で推移しております

が、原油価格の高騰やサブプライムローン問題の影響による米国経済減退が懸念されるなど、景気の先行きには減

速感が強まっており、その他様々な要因により経済環境が悪化した場合、自己破産件数や企業倒産件数の増加が貸

倒費用の増加を招くなど、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｂ．資金調達について

(ⅰ）調達金利について

  わが国の金融情勢は、近時の景気減速懸念を背景に、景気拡大を下支えするために追加利上げには依然慎重な姿

勢を保っておりますが、当社は、営業収益の源泉となる営業貸付金等の貸付資金の大部分を資産流動化による市場

からの資金調達並びに金融機関・ノンバンクからの借入金で賄っていることから、市場金利が短期間且つ急激に上

昇した場合、資金調達コストの増加が利益圧迫要因となって、当社の業績や財政状態に悪影響が及ぶおそれがあり

ます。

(ⅱ）調達先について

  当社では、安定的な資金確保のため、資金の調達先や調達方法の多様化を図り、リスク分散を行っておりますが、

今後、経済情勢の悪化、金融機関・ノンバンクの貸付方針変更、業績悪化や不祥事等による当社の信用力低下等の

要因により、資金調達が困難になった場合、当社の業績や財政状態に影響が及ぶおそれがあります。

㈱インター（8493）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 6 －



② 法的規制に関するリスク

ａ．貸金業規制法について

  当社は「貸金業の規制等に関する法律」（以下「貸金業規制法」という）の定めにより、近畿財務局への貸金業

登録（登録番号　近畿財務局長　(7）第00468号、次回更新期限は平成23年２月17日）をしております。また、この

法律により各種の業務規制（過剰貸付け等の禁止、貸付条件の掲示、貸付条件の広告、誇大広告の禁止、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、貸金業取扱主任者の選任、証明書の携帯、支払催告書面の記載事項法定化等の規制）を受けております。

  当社は、これらの法的規制を遵守し事業を行っておりますが、何らかの理由により法的規制に違反し業務停止命

令を含めた行政上の措置を受けた場合、もしくは貸金業登録を抹消された場合には、当社の営業活動及び業績に悪

影響が及ぶおそれがあります。

  また、平成18年12月20日に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成18年 法律第115号）

が公布され、この公布から概ね３年を目途に、改正された「貸金業の規制等に関する法律」（以下「貸金業法」と

いう）が全面施行となります。今後においても、法律改正等により業務規制の変更がなされ、当社の業務が著しく

制限された場合、当社の営業活動及び業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｂ．貸付金利の規制について

  「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」という）に定める貸付上限金利は、

平成12年６月１日より施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」により、年29.20％に引

き下げられ、当社は出資法上の貸付上限金利に基づいて貸付を行っております。

  当社の貸付金利は、「利息制限法」第１条第1項において定められた利息の最高限度（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15％により計算した金額）を超過する部分があり

ます。「利息制限法」第1条第1項によれば、当該超過部分について無効とするとされておりますが、同条第2項によ

り債務者が当該超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することができないとされており、「貸金業規

制法」第43条において、当該超過部分の債務者が利息として任意に支払ったこと、同法17条に定める書面を契約時

に交付していること、同法18条に定める受取証書を弁済の都度、直ちに交付していることなどの要件を満たしてい

る場合には、「利息制限法」第1条第1項の規定にかかわらず、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、平成18年12月20日に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、この

公布から概ね３年を目途に全面施行となる「貸金業法」において、みなし弁済制度が廃止され、「出資法」の上限

金利は「利息制限法」の上限金利まで引き下げられ、いわゆる「グレーゾーン金利」は撤廃されます。これら関連

法改正により、今後、利鞘の縮小により当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

  また、平成18年１月の最高裁判決において「貸金業規制法」第43条に定める利息の支払いに対する任意性要件に

ついて、より厳格に解釈する判決が示されたことの影響等により、「利息制限法」に定められた利息の最高限度額

の超過利息部分について返還を求める訴訟（いわゆる過払い返還訴訟）等が以前に比べ大幅に増加しており、この

請求を認める判決が続いております。

  これに対し、当社は、日本公認会計士協会が平成18年３月15日に公表した「『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」を踏ま

え、平成18年３月期より「利息返還損失引当金」を計上しております。さらに、前中間会計期間末において、日本

公認会計士協会 業種別委員会報告第37号「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」(平成18年10月13日付公表) の適用による引当金計上額の見積方法の変更等に従い「利息返還損

失引当金」を積み増したほか、当該超過利息の返還リスクに十分に備えるため、前事業年度末においても、近時の

利息返還状況を勘案して大幅に積み増しております。

  しかしながら、今後さらに超過利息の返還を求める事例が増加し、想定を超える返還が必要となった場合には、

当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。
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ｃ．破産法改正について

  改正「破産法」が平成16年６月２日に公布、平成17年１月１日より施行されております。この改正「破産法」の施

行により、破産者の生活を保護するために自由財産の金額を拡大すること及び破産手続の簡素化、迅速化が図られま

した。これに伴い破産者数が増加する場合には、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｄ．民事再生法改正について

  改正「民事再生法」が平成13年４月１日より施行されております。これにより、主に企業を対象としてきた従来の

「民事再生法」に、小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則が設けられ、債権調査及び再生計画の可決の

ための手続が簡素合理化されることとなりました。これに伴い、民事再生手続きをとる債務者が増加する場合には、

当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｅ．特定調停法について

  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（いわゆる「特定調停法」）」が施

行されました。この特定調停法では、従来の民事調停手続きにおいて困難であった強制執行の停止が強化されており

債務者が財産を処分せずに債務整理を行えることや、一部の債務のみを整理できることとされております。これに伴

い、特定調停手続きをとる債務者が増加する場合には、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｆ．司法書士法改正について

  平成15年４月１日付で改正された「司法書士法」において、簡易裁判所で取扱可能な調停・民事訴訟等（但し訴額

140万円以内）の業務について、法務大臣により認定された認定司法書士は、弁護士と同じく代理人として法廷に出

廷することが可能となるなど、司法書士の業務範囲が拡大されました。今後、認定司法書士を代理人とした過払い金

返還訴訟、債務整理等が増加した場合、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

ｇ．個人情報保護法について

  平成17年４月１日より施行された「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という）の定めにお

いて、当社は個人情報取扱業者に該当します。同法において、個人情報取扱業者は一定の義務が課されることとなり、

主務大臣からの命令に対する違反や報告義務を怠った場合、罰則が科せられることとなりました。

  当社においては、金融庁により策定された「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づいて個

人情報の取り扱い及び情報の管理、牽制体制等に関する規程の作成及び社内体制の整備を行っておりますが、何らか

の原因により個人情報が流出した場合、「個人情報保護法」に照らして罰則が課されるおそれがあるだけでなく、当

社の社会的信用の失墜により業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

③ 事業上のリスク

ａ．当社のビジネス戦略の成否について

  当社は収益力増強のために様々なビジネス戦略を実施して参る所存でありますが、以下に述べるものをはじめとす

る様々な要因が生じた場合には、これらの戦略が功を奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があ

ります。

 ・競争状況または市場環境により、当社が目指している融資残高の拡大が期待通りの結果をもたらさないこと

 ・営業体制の抜本的改革などの業務改革や経費削減等の効率化を図る戦略が期待通りに進まないこと

ｂ．競争について

  当社が属する貸金業界は、業界大手業者による過度の取立行為が社会問題にまで発展した、いわゆる商工ローン問

題を契機に、貸付上限金利の引き下げ等の法的規制の強化と景気の長期低迷による貸倒リスクの上昇などによる市場

環境の悪化を背景に、業界内での勝ち組と負け組の二極分化が進んでおります。また、ビジネスローン市場への金融

機関の参入等の新規参入もあり、競争が激化してきております。当社が、こうした競争的な事業環境において優位性

が保てない場合、当社の事業、業績及び財政状態に悪影響が及ぶおそれがあります。
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ｃ．不良債権について

(ⅰ）不良債権の状況

  当社は、平成11年８月の株式公開を機に、与信基準緩和による融資残高の早期拡大という量的拡大策をとりました

が、市場環境の悪化が向かい風となり、結果として債権内容の悪化を招き、不良債権の残高が第18期（685,103千円）

から第19期（2,226,579千円）にかけて大幅に増加いたしました。その後、貸付債権の良質化を経営課題の最重要項

目とし、不良債権に短期延滞債権までを含む管理債権について、与信基準の厳格運用の徹底などにより、その抑制に

注力いたしました。

  今後につきましても、融資残高の拡大には、債権良質化に十分に留意して取り組んでまいりますが、経済環境の悪

化や金融情勢の大幅な変動等により顧客の財務内容が悪化した場合、不良債権が増加し、貸倒費用の増加及び財務内

容の悪化など、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

  当社の不良債権の状況は以下のとおりであります。

 
第22期

（平成16年３月）

第23期

（平成17年３月）

第24期

（平成18年３月）

第25期

（平成19年３月）

第26期

（平成20年３月） 

 破綻先債権（千円） 144,224  229,138 194,710 146,591 130,506 

 延滞債権（千円） 306,090 357,344 561,348 1,153,637 1,803,987 

 3ヶ月以上延滞債権（千円） 515,789 619,209 572,818 951,716 736,030 

 貸出条件緩和債権（千円） 1,450,072 1,333,758 1,200,761 1,325,897 1,546,385 

 合　計（千円） 2,416,177 2,539,450 2,529,638 3,577,843 4,216,910 

 不良債権保有比率  4.12％ 3.95％ 3.76％ 6.58％ 15.12％ 

（注）不良債権保有比率＝不良債権合計／営業債権期末残高

(ⅱ）貸倒引当金の状況

  当社は、営業貸付金等の債権の貸倒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、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。

  しかしながら、経済状態全般の悪化により、設定した前提および見積りを変更せざるを得なくなり、またはその他

の予期せざる事由により、当社は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるおそれがあります。また、実際の貸倒

が当該前提および見積りを大幅に上回り、貸倒引当金が不十分となることもありえます。そのような場合には、貸倒

費用の増加から当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあります。

  当社の営業債権に係る貸倒引当金の状況は以下のとおりであります。

 
第22期

（平成16年３月）

第23期

（平成17年３月）

第24期

（平成18年３月）

第25期

（平成19年３月）

 第26期

（平成20年３月）

 貸倒引当金（千円） 3,452,630 3,758,933 3,983,270 5,003,760 4,587,029 

 （貸倒引当率）  （5.90％）  （5.85％）  （5.92％）  （9.21％） (16.44％) 

 貸倒償却額（千円） 2,389,750 2,624,819 3,090,631 3,726,248 3,728,741 

 （貸倒償却率）  （4.08％）  （4.09％）  （4.59％）  （6.86％） (13.37％) 

 営業債権期末残高（千円） 58,518,215 64,249,630 67,340,640 54,338,174 27,898,100 

（注）１．上記貸倒引当金には、資産流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金についても、債権内容が不良化した場合には当社が当該不

          良債権を買い戻す契約となっていることから、これに対する貸倒引当金を含めたものを記載しております。

 　　 ２．上記には金融機関が行う無担保ローンに対する債務保証の履行による求償債権残高及びこれに係る貸倒引当金及び貸倒償却額は含ま

          れておりません。

      ３．貸倒引当率＝営業債権に係る貸倒引当金／営業債権期末残高

      ４．貸倒償却額＝貸倒引当金目的取崩額＋貸倒損失額

      ５．貸倒償却率＝貸倒償却額／営業債権期末残高

ｄ．情報システムについて

  当社は顧客へのサービス提供、営業の管理等の業務において、内部及び外部の情報ならびに技術的システム、ネッ

トワークを利用しております。当社が使用する技術的システム及びネットワークに、自然災害、人為的過誤、停電、

コンピュータウィルス、ハッカー等により、障害等が発生した場合、当社の事業や業績に悪影響が及ぶおそれがあり

ます。
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２．企業集団の状況
  当社は企業集団を構成しておりません。当社は主として、中小企業及び個人事業者への事業資金融資並びに商業手形

の割引を主たる業務として行っております。

 

顧    

客 

当    

社 

融  資  依  頼 

事業資金融資・商業手形割引 

　なお、事業者金融事業におけるノウハウを活用したその他周辺業務として記載しておりました金融機関が取り扱うビ

ジネスローンに対する保証業務につきましては、当事業年度末において債務保証残高がなくなったため、記載しており

ません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、経営理念に掲げた「お客様と共に発展を目指す」共存共栄の原理を基礎とした事業活動を展開し、顧客か

らの支持・信頼を得ることで、長期継続的な相互取引関係を築き、事業の安定成長を図ることを目指しております。

  当社は、独自に築き上げた与信システムをより創造的に発展させ、他社が主要な取引対象としていない個人事業者、

小規模企業を主な融資対象として市場での差別化を図り、他社が主力としていない無担保・無保証の信用貸付を主力

商品とした金融サービスを幅広く提供し、経済社会の発展に寄与することを経営の基本方針としております。

(2）中長期的な会社の経営戦略

  当社の主力商品である無担保・無保証人の信用貸付は「お客様のニーズ」「お客様第一主義」を商品化させたもの

であり、当社のビジネスモデルの根幹となっております。このようなことから、当社は、お客様のニーズと利便性の

高い商品として証書貸付形態の信用貸付を主力とした商品戦略、取引対象の主力を個人事業者及び小規模企業に特化

したニッチ市場での差別化を事業戦略の基本としております。

  当社は、これら商品特性と市場特性に基づく事業戦略による優良顧客との取引拡大と、リスク管理の充実と効率的

な規模拡大による相対的なコスト削減の実現により、経営資源の効率的な配分による利益性を重視した路線を進むこ

とで、事業者向け金融市場における信用貸付分野において一定のシェアを確保し、安定した収益力の維持を目指して

おります。

  また、これら商品特性と市場特性に基づく事業戦略に加えて、市場環境の変化に即した顧客ニーズへの迅速な対応、

金融サービスの提供等により企業価値を高め、事業ノウハウを活用した事業チャネルの多角化による収益源の多様化

を図ることで、業容の拡大と企業としての更なる成長を実現することを中長期的な戦略としております。

(3）会社の対処すべき課題

  当貸金業界におきましては、平成18年１月の一連の最高裁判決において、「貸金業規制法」第43条に規定されてい

る「みなし弁済」規定の適用要件の厳格な解釈が示されて以降、利息返還請求の急増が利益圧迫要因となっており、

さらに、平成18年12月には法定上限金利の引き下げや貸付総量規制などが盛り込まれた「貸金業法」が公布（公布後

３年を目途に全面施行）されるなど、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況となっております。

  このように、当社を取り巻く経営環境が激変し、厳しさを増している中、当社といたしましては、与信基準の厳格

運用を徹底し、利息制限法金利に対応した低金利商品の貸出による良質債権の拡充を図りながら、管理債権発生と貸

倒償却率の抑制による貸倒関連費用の圧縮に注力いたします。また、顧客管理業務の本社集中管理体制への移行など

営業体制の抜本的な見直しをはじめ、業務効率及び生産性の向上、ローコストオペレーションの追求などを目的とす

る各種施策を積極的に実施することで、上限金利の引き下げに対応できる損益構造を確立し、あらゆる環境変化に耐

え得る強固な財務体質を構築することを目指します。
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４．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  9,831,175 2,101,599 △7,729,575

２．商業手形
※1、5、
7

2,218,931 169,230 △2,049,701

３．営業貸付金 ※1、5 30,514,288 13,865,912 △16,648,375

４．前払費用 216,057 58,649 △157,408

５．信託受益権 4,259,786 6,113,006 1,853,219

６．未収収益 900,449 2,941,658 2,041,208

７．預け金 － 425,552 425,552

８．その他 478,156 107,199 △370,956

９．貸倒引当金 ※8 △3,898,200 △2,807,100 1,091,100

流動資産合計 44,520,645 94.7 22,975,708 92.0 △21,544,936

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1 1,628,863 1,577,517

減価償却累計額 862,320 766,542 864,599 712,918 △53,623

(2）構築物 9,468 8,084

減価償却累計額 5,990 3,478 5,720 2,364 △1,113

(3）器具備品 381,702 175,089

減価償却累計額 325,625 56,076 156,711 18,377 △37,698

(4）土地 ※1、2 571,355 570,458 △896

有形固定資産合計 1,397,452 3.0 1,304,119 5.2 △93,332

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 106,943 64,737 △42,205

(2）電話加入権 28,343 7,889 △20,454

(3）施設利用権 16 － △16

(4）無形固定資産仮勘定 17,267 48,280 31,012

無形固定資産合計 152,570 0.3 120,906 0.5 △31,663
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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）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 264,884 230,445 △34,439

(2）出資金 ※1 5,050 5,240 190

(3）破産更生債権等 ※5 1,300,228 1,934,494 634,265

(4) 長期前払費用 293,478 113,408 △180,070

(5）その他 205,009 72,267 △132,741

(6）貸倒引当金 ※8 △1,108,798 △1,782,736 △673,938

投資その他の資産合計 959,853 2.0 573,119 2.3 △386,734

固定資産合計 2,509,876 5.3 1,998,145 8.0 △511,730

資産合計 47,030,521 100.0 24,973,854 100.0 △22,056,667

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 ※1 6,230,000 284,325 △5,945,674

２．１年以内返済予定の長期
借入金

※1 12,443,008 5,347,912 △7,095,095

３．１年以内償還予定の社債  1,000,000 － △1,000,000

４．未払金 313,539 325,432 11,893

５．未払費用 235,498 60,032 △175,466

６．未払法人税等 349,552 17,634 △331,918

７．預り金 1,164,171 553,974 △610,197

８．前受収益 58,741 4,267 △54,473

９．賞与引当金 191,157 64,730 △126,427

10．債務保証損失引当金 3 － △3

11．利息返還損失引当金 1,600,000 1,771,000 171,000

流動負債合計 23,585,672 50.1 8,429,309 33.7 △15,156,363

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※1 8,694,628 3,922,546 △4,772,081

２．退職給付引当金 959,502 337,790 △621,711

３．役員退職慰労引当金 105,550 13,375 △92,175

４．利息返還損失引当金 2,400,000 836,122 △1,563,877

５．長期預り金 53,222 29,299 △23,922

６．金利スワップ － 11,158 11,158

７．繰延税金負債 11,728 4,917 △6,811

８．その他 － 9,525 9,525

固定負債合計 12,224,631 26.0 5,164,734 20.7 △7,059,896

負債合計 35,810,303 76.1 13,594,044 54.4 △22,216,259
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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   3,460,527 7.4  3,460,527 13.9 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  4,444,027   4,444,027   －

資本剰余金合計   4,444,027 9.4  4,444,027 17.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  160,000   160,000   －

(2）その他利益剰余金         

配当積立金  250,000   －   △250,000

別途積立金  10,180,000   5,553,966   △4,626,033

繰越利益剰余金  △4,876,033   169,555   5,045,588

利益剰余金合計   5,713,966 12.1  5,883,521 23.6 169,555

４．自己株式   △207,188 △0.4  △207,201 △0.8 △13

株主資本合計   13,411,333 28.5  13,580,874 54.4 169,541

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   17,131 0.0  7,181 0.0 △9,949

２．土地再評価差額金 ※2  △2,208,246 △4.6  △2,208,246 △8.8 －

評価・換算差額等合計   △2,191,115 △4.6  △2,201,064 △8.8 △9,949

純資産合計   11,220,217 23.9  11,379,809 45.6 159,592

負債純資産合計   47,030,521 100.0  24,973,854 100.0 △22,056,667
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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

１．受取割引料 632,085 161,300

２．営業貸付金利息 7,432,742 3,730,588

３．預金利息 249 3,314

４．受取信託分配金 5,525,450 4,194,399

５．匿名組合分配金 219,687 －

６．不動産賃貸収入 30,619 26,192

７．その他の営業収益 69,937 13,910,774 100.0 64,346 8,180,142 100.0 △5,730,632

Ⅱ　営業費用

１．借入金利息 804,259 430,077

２．社債利息 13,499 7,291

３．その他の金融費用 132,409 250,651

４．不動産賃貸原価 10,292 960,460 6.9 9,193 697,213 8.5 △263,247

営業総利益 12,950,313 93.1 7,482,929 91.5 △5,467,384

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 774,032 216,558

２．旅費交通費 118,874 57,063

３．通信費 168,936 84,057

４．貸倒損失 298,674 22,779

５．貸倒引当金繰入額 4,448,196 3,289,071

６．利息返還損失 323,974 －

７．利息返還損失引当金繰入額 3,995,000 －

８．役員報酬 119,763 48,941

９．給与賞与手当 3,539,301 1,709,679

10．賞与引当金繰入額 191,157 58,317

11．退職給付引当金繰入額 118,156 85,369

12．役員退職慰労引当金繰入額 4,800 500

13．福利厚生費 681,732 334,091

14．債権管理費 179,770 91,309

15．租税公課 317,112 165,709

16．賃借料 431,876 241,091

17．減価償却費 61,079 44,938

18．支払手数料 290,756 230,189

19．その他 503,903 16,567,099 119.1 216,057 6,895,726 84.3 △9,671,373

営業利益（△損失） △3,616,786 △26.0 587,203 7.2 4,203,989
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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）

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）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 26,038 12

２．受取配当金 1,968 360

３．受取保険金 － 894

４．雇用調整助成金 － 1,782

５．雑収入 4,684 32,691 0.2 873 3,922 0.0 △28,768

Ⅴ　営業外費用

１．リース解約損 1,296 8,998

２．雑損失 47 1,344 0.0 27 9,026 0.1 7,682

経常利益（△損失） △3,585,438 △25.8 582,099 7.1 4,167,538

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 50,236 －

２．債務保証損失引当金戻入益 730 3

３．退職給付引当金戻入益  ※1 － 199,394

４．役員退職慰労引当金戻入益  ※2 － 50,966 0.4 36,750 236,147 2.9 185,180

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※3 3,384   9,521    

２．過年度利息返還損失引当金
繰入額

 5,000   －    

３．支店閉鎖損失  53,264   123,424    

４．固定資産売却損 ※4 －   16,752    

５．退職特別加算金 ※5 －   455,101    

６．減損損失 ※6 － 61,648 0.4 20,454 625,254 7.6 563,605

税引前当期純利益（△純損
失）

△3,596,121 △25.9 192,991 2.4 3,789,112

法人税、住民税及び事業税 818,179 23,436

法人税等調整額 1,221,791 2,039,971 14.7 － 23,436 0.3 △2,016,535

当期純利益（△純損失） △5,636,092 △40.5 169,555 2.1 5,805,648
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

配当積立金 別途積立金
繰越利益剰余
金

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,460,527 4,444,027 4,444,027 160,000 250,000 9,480,000 1,703,756 11,593,756

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（千円）
(注)

     700,000 △700,000 －

剰余金の配当（千円）(注)       △243,697 △243,697

当期純損失（千円）       △5,636,092 △5,636,092

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）(千
円)

        

事業年度中の変動額合計
（千円） － － － － － 700,000 △6,579,790 △5,879,790

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,460,527 4,444,027 4,444,027 160,000 250,000 10,180,000 △4,876,033 5,713,966

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△207,188 19,291,123 63,621 △2,208,246 △2,144,625 17,146,498

事業年度中の変動額       

別途積立金の積立（千円）
(注)

 －    －

剰余金の配当（千円）(注)  △243,697    △243,697

当期純損失（千円）  △5,636,092    △5,636,092

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）(千
円)

  △46,490  △46,490 △46,490

事業年度中の変動額合計
（千円） － △5,879,790 △46,490 － △46,490 △5,926,280

平成19年３月31日　残高
（千円）

△207,188 13,411,333 17,131 △2,208,246 △2,191,115 11,220,217

 （注）別途積立金の積立700,000千円及び剰余金の配当のうち、135,387千円は、平成18年６月22日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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

配当積立金 別途積立金
繰越利益剰余
金

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,460,527 4,444,027 4,444,027 160,000 250,000 10,180,000 △4,876,033 5,713,966

事業年度中の変動額

配当積立金の取崩し（千円）     △250,000  250,000 －

別途積立金の取崩し（千円）      △4,626,033 4,626,033 －

当期純利益（千円）       169,555 169,555

自己株式の取得（千円）         

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）(千
円)

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － △250,000 △4,626,033 5,045,588 169,555

平成20年３月31日　残高
（千円）

3,460,527 4,444,027 4,444,027 160,000 － 5,553,966 169,555 5,883,521

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

土地再評価差
額金

評価・換算差
額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△207,188 13,411,333 17,131 △2,208,246 △2,191,115 11,220,217

事業年度中の変動額       

配当積立金の取崩し（千円）  －    －

別途積立金の取崩し（千円）  －    －

当期純利益（千円）  169,555    169,555

自己株式の取得（千円） △13 △13    △13

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）(千
円)

  △9,949  △9,949 △9,949

事業年度中の変動額合計
（千円）

△13 169,541 △9,949 － △9,949 159,592

平成20年３月31日　残高
（千円）

△207,201 13,580,874 7,181 △2,208,246 △2,201,064 11,379,809
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(4）キャッシュ・フロー計算書

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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益（△純損失） △3,596,121 192,991 3,789,112

減価償却費 260,849 280,036 19,187

退職特別加算金 － 455,101 455,101

減損損失 － 20,454 20,454

固定資産売却損 － 16,752 16,752

固定資産除却損 3,384 9,521 6,137

賞与引当金の減少額 △194,197 △126,427 67,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,602 △621,711 △685,314

役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少）

4,800 △92,175 △96,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,019,233 △417,161 △1,436,394

債務保証損失引当金の減少額 △730 △3 727

利息返還損失引当金の増減額（△は減
少） 

3,770,000 △1,392,877 △5,162,877

投資有価証券売却益 △50,236 － 50,236

受取利息及び受取配当金 △28,257 △3,687 24,569

支払利息 804,259 430,077 △374,182

社債利息 13,499 7,291 △6,208

貸倒償却額 3,727,637 3,730,197 2,559

破産更生債権等の増加額 △544,170 △634,265 △90,094

長期前払費用の増加額 △116,229 △759 115,470

未払消費税等の減少額 △462 △236 226

その他流動資産の増減額（△は増加） 1,259,605 △1,980,323 △3,239,928

その他流動負債の減少額 △353,194 △406,874 △53,680

その他固定負債の増減額（△は減少） △5,093 20,343 25,436

小計 6,038,180 △513,733 △6,551,914

利息及び配当金の受取額 28,769 3,769 △24,999

利息の支払額 △814,078 △415,791 398,287

退職特別加算金の支払額 ― △455,101 △455,101

法人税等の支払額 △1,168,176 △341,828 826,348

小計 4,084,693 △1,722,686 △5,807,380

商業手形の割引による支出 △10,731,099 △2,376,024 8,355,074

商業手形の回収による収入 12,642,057 4,390,347 △8,251,709

営業貸付金の貸付による支出 △36,034,467 △6,442,937 29,591,530

営業貸付金の回収による収入 34,268,160 17,845,298 △16,422,862

営業貸付金の買戻による支出 △4,139,491 △3,188,336 951,155

営業貸付金の譲渡による収入 12,611,835 2,467,334 △10,144,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,701,689 10,972,995 △1,728,693
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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）

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） 金額（千円）
増減

（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 △7,000 △3,000 4,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000 10,000

投資有価証券の売却による収入 103,988 － △103,988

投資有価証券の償還等による収入 165,622 17,678 △147,943

固定資産の取得による支出 △55,107 △41,487 13,619

固定資産の売却による収入 － 7,064 7,064

差入保証金の差入による支出 － △30,332 △30,332

差入保証金の返還による収入 － 158,722 158,722

その他投資による支出 △11,189 △4,423 6,766

その他投資による収入 46,432 3,333 △43,099

投資活動によるキャッシュ・フロー 242,746 117,555 △125,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 1,980,000 △5,945,674 △7,925,674

長期借入による収入 8,550,000 － △8,550,000

長期借入金の返済による支出 △22,890,426 △11,867,176 11,023,249

社債の償還による支出 － △1,000,000 △1,000,000

配当金の支払額 △243,560 △261 243,299

自己株式の取得による支出 － △13 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,603,987 △18,813,126 △6,209,139

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 340,447 △7,722,575 △8,063,023

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 9,483,727 9,824,175 340,447

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 9,824,175 2,101,599 △7,722,575
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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）

────── 　当社は、平成18年12月の貸金業法改正以来、改正貸金業

法に対応するために実施したリスク債権排除と貸付審査の

厳格化等の営業施策、ＡＢＳ（資産担保証券）早期償還及

び借入金返済にかかる資金の確保を目的として行った営業

調整によって営業貸付金残高が加速度的に減少したことに

起因して、当事業年度における営業収益（8,180,142千円）

は、前事業年度（13,910,774千円）に比べて5,730,632千円

減少したことから、当事業年度末において継続企業の前提

に重要な疑義が存在しております。 

　当社は、当期の中間財務諸表の注記において示した人員

削減等の経常経費の削減が計画どおりに完了され、金融機

関に対する金融支援要請（借入金約定返済元金の軽減によ

る返済期限の延長）も、ほぼ全金融機関から了承を得られ

たことに加えて、第３回ＡＢＳの早期償還が完了（平成20

年４月８日完了）し、ＡＢＬコミットメントファシリティー

に基づく借入金の早期償還についても完了（平成20年５月

９日完了）したことから、平成20年５月を以って昨年来

10ヶ月間に亘り継続していた貸付業務の停止を全社的に解

除して、それ以後は新規顧客の拡大に軸足を置いた貸付に

注力するほか、審査業務及び債権管理業務の集中化をより

強力に推し進め、貸付リスクの縮減と業務効率を高めるこ

とによるコスト削減を計画しております。また、翌事業年

度においては貸付残高が継続して減少し、全貸付債権につ

いて利息制限法金利以下の対応をとることとしているため、

営業収益が減少することが見込まれますが、当期末に比べ

て有利子負債残高が大きく減少することによって営業費用

が圧縮され、新たな収益水準に対応した営業体制の構築が

翌事業年度中に完了する見込みとなっております。

　以上により、当社の財務諸表は継続企業を前提に作成さ

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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重要な会計方針

項目
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）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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。

その他有価証券

時価のあるもの

              同左

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。ただし、匿名組合出資金は、個

別法による原価法を採用しております。

時価のないもの

              同左

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

――――――

 

デリバティブ

時価法を採用しております。

（追加情報）

借入金の返済期間を見直したため、特

例処理の要件を満たさなくなった金利ス

ワップ取引については、時価評価をして

おります。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降の新規取得建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）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　　　　３～50年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降の新規取得建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）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　　３～50年

（会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、当事業年度より、

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への影響は

軽微であります。

（追加情報）

　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％に到達した事

業年度の翌事業年度より、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への影響は

軽微であります。

(2）無形固定資産

　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。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左
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項目
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）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　貸金等の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。

(1）貸倒引当金

　貸金等の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。

（追加情報）

  当事業年度より、「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」（平成

18年10月13日　日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第37号）に従い見積ら

れた利息返還損失見込額の内、貸付金の

返還請求権を放棄することにより相殺さ

れる利息返還損失部分に係る額640,000

千円を含めて計上しております。

　なお、当該利息返還損失部分に係る額

は、従来から貸倒実績に含めて貸倒損失

見込額が見積られていたため、この変更

による貸倒引当金計上額に与える影響は

ありません。

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）債務保証損失引当金

　金融機関等と提携している保証受託業

務に係る保証債務の履行による損失に備

えるため、当事業年度末における損失発

生見込額を計上しております。

(3）債務保証損失引当金

金融機関等と提携している保証受託業

務に係る保証債務の履行による損失に備

えるため、当事業年度末における損失発

生見込額を計上することとしておりま

す。

　なお、当事業年度末は保証債務がない

ため計上しておりません。

(4）利息返還損失引当金

　利息制限法上の上限金利を超過して支

払われた利息の返還による損失に備える

ため、当事業年度末における損失発生見

込額を計上しております。

（追加情報）

  前事業年度は、『「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』（平成18年３月15日　日本公認会計

士協会審理情報№24）に基づき、期末に

おける損失発生見込額を計上しておりま

したが、当事業年度より、「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」

（平成18年10月13日　日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第37号）に従っ

て、将来の利息返還損失見込額を計上し

ております。

(4）利息返還損失引当金

　利息制限法上の上限金利を超過して支

払われた利息の返還による損失に備える

ため、当事業年度末における損失発生見

込額を計上しております。
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項目
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）

 　これにより従来の方法によった場合に

比べて、営業利益及び経常利益は

3,429,000千円減少し、税引前当期純利

益は3,434,000千円減少しております。

　なお、期首時点における同報告に基づ

く引当金計上額235,000千円と従来の見

積方法に基づく引当金計上額230,000千

円との差額5,000千円を利息返還損失引

当金として特別損失に計上しておりま

す。

　また、同報告に従い見積られた利息返

還損失見込額の内、貸付金の返還請求権

を放棄することにより相殺される利息返

還損失部分に係る額640,000千円は、貸

倒引当金に含めて計上しております。

 

(5）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

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

(5）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

に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

　当社は、平成19年８月31日の取締役会

において、ローコストオペレーションの

実現による事業基盤の立て直しを図るた

め、店舗閉鎖及び希望退職者募集による

人員削減の実施を決定いたしました。こ

の決定により、当事業年度下半期におい

て従業員数が大幅に減少し、退職給付債

務については、従業員数の著しい減少に

より合理的に数理計算上の見積りを行う

ことが困難となったため、当事業年度よ

り簡便法（期末自己都合要支給額）によ

り計算しており、従来の方法によった場

合に比べて営業利益及び経常利益は

37,185千円増加し、税引前当期純利益は

236,579千円増加しております。

　なお、当該変更により、退職給付引当

金戻入益199,394千円を、特別利益に計

上しております。
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項目
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）

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(6）役員退職慰労引当金

同左

 

 

（追加情報）

　当社は、平成20年４月２日開催の取締

役会において、役員退職慰労金制度を当

事業年度を以って廃止することを決定い

たしました。当該制度が廃止されたこと

により、取締役（社外取締役を除く。）

に対する積立額を全額取り崩し、役員退

職慰労引当金戻入益36,750千円を特別利

益に計上しております。

　なお、監査役に対する積立額13,375千

円については、当該制度廃止に伴う打ち

切り支給を平成20年６月に開催予定の第

26期定時株主総会に付議いたします。

５．収益の計上基準 営業貸付金利息

　営業貸付金利息は、発生基準により計上

しております。

　なお、営業貸付金に係る未収利息につい

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。

営業貸付金利息

同左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引で、特例処理の要件

を満たしている場合には、特例処理を採

用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　金利スワップ

　ヘッジ対象

　社債、借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

同左

　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減のために行っており

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理を採用しているため、有効性の評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引で、特例処理の要件

を満たしている場合には、有効性の評価

を省略しております。
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項目
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）

８．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

投資であります。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税等については、税抜方式によって

おります。

　ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税等については、投資その他の資産の「長

期前払費用」に計上し５年間で均等償却し

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）　　　　――――――

 

(2）開示対象特別目的会社の概要、取引の

概要及び取引金額等については「開示対

象特別目的会社関係」として記載してお

ります。 

　なお、当事業年度より「一定の特別目

的会社に係る開示に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第15号　平成19

年３月29日）を適用しております。
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会計処理方法の変更

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）

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度から「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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は11,220,217

千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表

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）

──────

 

 

（貸借対照表）

 　前事業年度末の「預け金」は、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当事業年度末において「預

け金」の金額が資産の総額の100分の１を超えたため、区分

掲記しております。

なお、前事業年度末の「預け金」の金額は383,543千円で

あります。

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示し

ておりました「リース解約損」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度における「リース解約損」は637千円で

あります。

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示し

ておりました「受取保険金」及び「雇用調整助成金」は、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記してお

ります。

　なお、前事業年度における「受取保険金」の金額は1,579

千円、「雇用調整助成金」の金額は1,296千円であります。

──────

 

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金の差

入による支出」は前事業年度において「その他投資による

支出」に、「差入保証金の返還による収入」は前事業年度

において「その他投資による収入」に含めて表示しており

ましたが、当事業年度において、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「その他投資による支出」に含まれ

ている「差入保証金の差入による支出」は11,189千円、「そ

の他投資による収入」に含まれている「差入保証金の返還

による収入」は39,522千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(1）担保に供している資産

商業手形       33,356千円

営業貸付金   11,591,621千円

建物      745,432千円

土地      570,458千円

出資金      1,470千円

合計   12,942,340千円

商業手形      ―  千円

営業貸付金   9,487,638千円

建物     709,787千円

土地     570,458千円

出資金       1,458千円

合計   10,769,342千円

(2）対応する債務 (2）対応する債務

短期借入金    2,500,000千円

１年以内返済予定の長期借

入金
   3,819,100千円

長期借入金    5,180,970千円

合計   11,500,070千円

短期借入金     284,325千円

１年以内返済予定の長期借

入金
   5,100,635千円

長期借入金   3,848,056千円

合計   9,233,017千円

  なお、営業債権の流動化として営業貸付金の流動化

を行っており、その一部については、譲渡担保付借入

として会計処理しております。譲渡担保として会計処

理されている営業貸付金が上記(1)担保に供している

資産「営業貸付金」に2,833,055千円含まれておりま

す。

　また、譲渡担保付借入残高が上記(2)対応する債務

「短期借入金」に2,000,000千円含まれております。

　さらに、当該流動化に関連した「その他の流動資

産」69,933千円が留保されています。

  なお、営業債権の流動化として営業貸付金の流動化

を行っており、その一部については、譲渡担保付借入

として会計処理しております。譲渡担保として会計処

理されている営業貸付金が上記(1)担保に供している

資産「営業貸付金」に1,592,077千円含まれておりま

す。

　また、譲渡担保付借入残高が上記(2)対応する債務

「短期借入金」に284,325千円含まれております。

　さらに、当該流動化に関連した「預け金」111,942

千円が留保されています。

※２　事業用土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）

及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律（平成13年法律第19号）に基づき事業用土地の再

評価を行い、「土地再評価差額金」として純資産の

部（マイナス表示）に計上しております。

※２　事業用土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）

及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法

律（平成13年法律第19号）に基づき事業用土地の再

評価を行い、「土地再評価差額金」として純資産の

部（マイナス表示）に計上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政

令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税

価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定

した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調

整を行って算出しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政

令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税

価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定

した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調

整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

       193,050千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

       142,611千円
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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）

　３　資産流動化に伴いオフバランスとなった資産の額 　３　資産流動化に伴いオフバランスとなった資産の額

信託受益権の譲渡による営業貸

付金のオフバランス額
  20,307,764千円

信託受益権の譲渡による営業貸

付金のオフバランス額
  11,931,170千円

　４　偶発債務 　４　偶発債務

金融機関等が行う無担保ローン

に対する債務保証
      67千円

金融機関等が行う無担保ローン

に対する債務保証
      ―  千円

※５　不良債権の状況 ※５　不良債権の状況

区分 金額（千円）

破綻先債権 146,591

延滞債権 1,153,637

３ヶ月以上延滞債権 951,716

貸出条件緩和債権 1,325,897

合計 3,577,843

区分 金額（千円）

破綻先債権 130,506

延滞債権 1,803,987

３ヶ月以上延滞債権 736,030

貸出条件緩和債権 1,546,385

合計 4,216,910

（注）１．破綻先債権とは、元本または利息の支払いの

遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の回収見込みがないもの

として未収利息を不計上とした債権のうち、法

人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由または

同項第４号に規定する事由が発生している債権

であります。

（注）１．　　　　　　同左

２．延滞債権とは、元本または利息の支払いの遅

延が相当期間継続していることその他の事由に

より元本または利息の回収見込みがないものと

して未収利息を不計上とした債権で、破綻先債

権及び貸出条件緩和債権以外の債権であります。

２．　　　　　　同左

３．３ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の

支払いが約定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延

している債権で、破綻先債権及び延滞債権以外

の債権であります。

３．　　　　　　同左

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の支援または

債権の回収促進を目的に金利の減免または債権

の一部放棄など、債務者に有利となる取り決め

を行った債権で、破綻先債権、延滞債権及び

３ヶ月以上延滞債権以外の債権であります。

４．　　　　　　同左
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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）

　６  財務制限条項　

  (1) 借入金の内、短期借入金4,200,000千円、長期借

入金3,393,660千円（１年以内返済予定の長期借

入金612,329千円を含む。）には財務制限条項が

付されており、以下の各条項の何れかに抵触した

場合には、借入先からの請求により借入金を一括

返済または早期返済することとされております。

なお、複数の基準値がある場合は、厳しい方を記

載しております。 

    ① 各月末現在における貸付金残高（商業手形割引

及び証券化された営業貸付金を含む。）に対す

る貸倒償却率が、直前３ヶ月連続または直前３ヶ

月の平均値で0.8％以下であること。

    ② 各四半期末現在における純資産比率（自己資本

の額から無形固定資産の額を控除して総資産の

額で除した値）が20％以上を維持すること。ま

た、純資産額が100億円以上を維持すること。

    ③ 各四半期末現在における外部借入残高（短期借

入金、長期借入金（１年以内返済予定の長期借

入金を含む。）、社債、コマーシャルペーパー

の残高の合計額）が、純資産額（自己資本の額

から無形固定資産の額を控除した額）の3.0倍を

上回らないこと。

    ④ 各事業年度の期末または中間会計期間末現在に

おける純資産の額が、平成18年３月末現在の純

資産の額または直前期末または中間会計期間末

現在の純資産の額のいずれか大きい方の額の

80％以上を維持すること。

 ⑤ 各事業年度の期末または中間会計期間末現在に

おける営業損益が損失とならないこと。また、

各事業年度の期末現在における当期純利益が２

期連続して赤字とならないこと。

  ⑥ 各事業年度の期末現在における営業利益・受取

利息・配当金の合計額が、借入金利息・社債利

息・再割引料の合計額の１倍以上を維持するこ

と。

　６  財務制限条項　

　　　　当事業年度末現在において、該当事項はありま

せん。
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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）

  (2) 借入金の内、長期借入金5,745,800千円（１年以

内返済予定の長期借入金2,211,600千円を含む。）

には財務制限条項が付されており、以下の各条項

の何れかに抵触した場合には、当社が有する営業

貸付債権を譲渡担保債権として譲渡することとさ

れております。

  ① 各月末現在における貸付金残高（商業手形割引

及び証券化された営業貸付金を含む。）に対す

る貸倒償却率が、直前３ヶ月連続または直前３ヶ

月の平均値で0.8％未満であること、また、期末

における当該貸倒償却率が７％以下であること。

  ② 各月末現在における貸付金残高（商業手形割引

及び証券化された営業貸付金を含む。）に対す

る管理債権残高の比率が、直前３ヶ月連続また

は直前３ヶ月の平均値で９％以下であること。

 ③ 各四半期末現在における純資産比率（自己資本

の額から無形固定資産の額を控除して総資産の

額で除した値）が20％以上を維持すること。

  ④ 各事業年度の期末または中間会計期間末現在に

おける経常利益または当期純利益が損失となら

ないこと。

  ⑤ 各事業年度の期末または中間会計期間末現在に

おいて、株主に対する配当が無配とならないこ

と。

  ⑥ 上場廃止となった場合。

     　なお、財務制限条項に一部抵触しております。

 

  
※７　期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、満期日を

もって決済処理しております。従って、当事業年度

末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。

　なお、当事業年度末残高から除かれている期末日

満期手形は、次のとおりであります。

　　商業手形　　　　　　　　　 　306,273千円 

※７　　　　　　　　──────

 

 

 

 

 

 

 

　　

※８　貸倒引当金

  貸倒引当金の内、営業貸付金の返還請求権を放棄

することにより相殺される利息返還損失見込額は

640,000千円であります。

※８　貸倒引当金

  貸倒引当金の内、営業貸付金の返還請求権を放棄

することにより相殺される利息返還損失見込額は

780,000千円であります。
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（損益計算書関係）

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）

※１　　　　　　　――――――

 

※１　退職給付引当金戻入益

　「重要な会計方針」４．引当金の計上基準（5）退職給

付引当金に記載のとおり、退職給付引当金戻入益199,394

千円を特別利益に計上しております。

※２　　　　　　　――――――

 

※２　役員退職慰労引当金戻入益

　「重要な会計方針」４．引当金の計上基準（6）役員退

職慰労引当金に記載のとおり、役員退職慰労引当金戻入益

36,750千円を特別利益に計上しております。

※３　固定資産除却損の内容 ※３　固定資産除却損の内容 

建物    1,276千円

構築物    541千円

器具備品    1,567千円

合計      3,384千円

建物     2,949千円

構築物       787千円

器具備品      5,785千円

合計        9,521千円

※４　　　　　　　―――――― ※４　固定資産売却損の内容

土地・建物     4,419千円

差入保証金      12,332千円

合計     16,752千円

※５　　　　　　　――――――

 

※５　退職特別加算金

　平成19年８月31日の取締役会の決定に基づき、同年10月

15日付で実施いたしました希望退職者募集による人員削減

に伴う退職特別加算金455,101千円を特別損失に計上して

おります。

※６　　　　　　　――――――

 

※６　減損損失

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。

用途 種類 場所

 遊休資産 電話加入権 ― 

 当社は、資産グループを事業者向け金融事業用資産、賃

貸用資産及び遊休資産に区分し、賃貸用資産及び遊休資産

ついては、個々の物件ごとにグルーピングしておりま

す。

　当事業年度において、遊休資産のうち電話加入権につい

て、店舗閉鎖実施による店舗数の減少等により、将来の使

用が見込めないため、休止している部分の簿価20,454千円

を特別損失に計上いたしました。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、評価はゼロとしております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 11,138,710 － － 11,138,710

合計 11,138,710 － － 11,138,710

自己株式

普通株式 307,700 － － 307,700

合計 307,700 － － 307,700

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

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22日

定時株主総会
普通株式 135,387 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月22日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 108,310 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　　　　該当事項はありません。

当事業年度（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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 11,138,710 － － 11,138,710

合計 11,138,710 － － 11,138,710

自己株式

普通株式　（注） 307,700 90 － 307,790

合計 307,700 90 － 307,790

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加90株は、単元未満株式の買取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

　　　　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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20日

定時株主総会
普通株式 54,154  利益剰余金 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

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）

現金及び預金期末残高    9,831,175千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金、定期積金
△ 7,000千円

現金及び現金同等物期末残高    9,824,175千円

現金及び預金期末残高   2,101,599千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金、定期積金
  　    ―  千円

現金及び現金同等物期末残高   2,101,599千円

（リース取引関係）

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）

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

額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 11,340 2,835 8,505

　　　リース契約の解約により、該当事項はありません。 

 

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

　

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内      2,268千円

１年超      6,237千円

合計       8,505千円

　　　リース契約の解約により、該当事項はありません。

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

　

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

(1）支払リース料      2,972千円

(2）減価償却費相当額      2,972千円

　　　リース契約の解約により、該当事項はありません。

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

額法によっております。

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（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） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1）株式 6,327 35,187 28,860

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,327 35,187 28,860

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 6,327 35,187 28,860

２．当事業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）

103,988 50,236 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 10,050

匿名組合出資金 219,647

計 229,697

当事業年度（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） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1）株式 6,327 18,426 12,099

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,327 18,426 12,099

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 6,327 18,426 12,099

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 10,050

匿名組合出資金 201,969

計 212,019
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（デリバティブ取引関係）

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、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、記載すべき事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１.　取引の状況に関する事項

 （1）取引の内容

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

 （3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用して

おります。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

 ①　ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引で、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

金利スワップ

 ヘッジ対象

 社債、借入金

 ③　ヘッジ方針

 金利リスクの低減のために行っております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップ取引で、特例処理の要件をみたしている場合には、特例処理を採用しているため、有効性の評価を省

略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引については市場金利の変動によるリスクが、ほとんどないと認識しております。

なお、取引相手先は信用度の高い銀行であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。 

 （5）取引に係るリスク管理体制

金利スワップに係るデリバティブ取引の契約締結については、取引権限等を定めた社内規定に基づき、決裁権限者

の承認を得て行っております。

 （6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における計算上の想定元本であり、

当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

２.　取引の時価等に関する事項

 金利関連

区分 種類

当事業年度（平成20年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取引
 金利スワップ取引     

 受取変動・支払固定 1,090,000 846,000 △11,158 △11,158

合計 1,090,000 846,000 △11,158 △11,158

 （注）１.時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

 ２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、会社設立時（昭和57年９月）に制定された退職金規定に基づき、従業員の退職時の勤務年数に応じて退職金

を支払う退職一時金制度を採用しております。

　なお、「重要な会計方針」４．引当金の計上基準（5）退職給付引当金に記載のとおり、当事業年度より簡便法（期末

自己都合要支給額）により計算しております。

２．退職給付債務及びその内訳

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）

退職給付債務（千円）

(1）退職給付引当金（千円）

(2）未認識数理計算上の差異（千円）

　 991,467

959,502

31,965

　 337,790

337,790

―

３．退職給付費用の内訳

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）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）利息費用（千円）

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円）

　 118,156

103,431

21,367

△6,642

　 85,369

85,369

―

―

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

(1）割引率（％） 　　　　　     2.0　（注） 　　　　　 ―

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 ―

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） ５ ― 

（注）前事業年度期首時点の計算において適用しておりました割引率は2.5％でありましたが、前事業年度期末時点に

おいて再検討を行った結果、割引率の変動が退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を2.0％

に変更しております。

㈱インター（8493）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 37 －



（税効果会計関係）

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

（単位：千円）

前事業年度

（平成19年３月31日現在）

当事業年度

（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金繰入限度超過額

賞与引当金繰入額

一括償却資産償却超過額

未払事業税

未払事業所税

貸倒損失否認額

利息返還損失引当金繰入額

長期前払費用繰入限度超過額

その他

繰延税金資産（流動）小計

　評価性引当額

繰延税金資産（流動）計

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額

退職給付引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰入額

一括償却資産償却超過額

投資有価証券評価損否認額

利息返還損失引当金繰入額

長期前払費用繰入限度超過額

繰越欠損金

その他

繰延税金資産（固定）小計

　評価性引当額

繰延税金資産（固定）計

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額

繰延税金資産（固定）純額

繰延税金資産合計

 

690,165

77,686

2,184

28,583

2,102

114,871

650,240

1,206

23,782

1,590,823

△1,590,823

－

405,500

389,941

42,895

1,438

9,578

975,360

4,085

－

340

1,829,141

△1,829,141

－

 

△11,728

△11,728

△11,728

 

488,942

26,306

1,616

3,992

953

116,152

719,734

28,330

119,282

1,505,312

△1,505,312

－

656,925

137,278

5,435

177

9,578

339,800

6

701,802

17,206

1,868,211

△1,868,211

－

 

△4,917

△4,917

△4,917

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重

要な項目別の内訳

（単位：％）

前事業年度

（平成19年３月31日現在）

当事業年度

（平成20年３月31日現在）

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

住民税均等割等

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担額

当事業年度は、税

引前当期純損失で

あるため、記載し

ておりません。

 

 

 

40.6

 

0.1

0.1

12.3

△42.1

1.6

12.6
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（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（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。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等

㈱プラザ

開発

神戸市

中央区
10 金融業 － なし なし 貸付の媒介 6 － －

　（注）株式会社プラザ開発との取引条件及び取引条件の決定方針等

他の一般取引先と同様の条件によっております。

当事業年度（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。

（開示対象特別目的会社関係）

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）　

　当社では、資金調達の多様化を図り、安定的に貸付資金を調達することを目的として、営業貸付金の流動化を実施して

おります。当社は、当該資産流動化において特別目的会社（株式会社形態）を利用しており、営業貸付金を信託譲渡する

ことにより取得した信託受益権のうち、当社が保有する劣後受益権（当事業年度末残高3,098百万円）を除いた優先受益権

を特別目的会社に譲渡することで資金を調達しております。

  特別目的会社は、譲渡を受けた優先受益権を裏付に社債を発行し、それによって得られた資金を、優先受益権の譲渡代

金として当社への支払に充当します。

　当社は、特別目的会社が保有する優先受益権及び当社が保有する劣後受益権を構成する営業貸付金の回収不能によって、

資産流動化において将来発生し得る損失負担に備え、当事業年度末現在において適切な貸倒引当金を設定しております。

　なお、平成20年３月末現在において、当該資産流動化に係る特別目的会社は１社であり、当該特別目的会社の平成20年

３月末現在の資産総額は2,015百万円、総負債額は1,821百万円であります。

　また、当社は当該特別目的会社に対して、議決権のある株式等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

　当事業年度における当社と特別目的会社との取引金額等は以下のとおりであります。

（単位：千円）

 当事業年度末残高  主な損益 

  （項目） （金額） 

　譲渡資産

　　　優先信託受益権

　匿名組合出資金

　　　投資有価証券　（注）

 

537,487

 

201,969

― ―

（注） 投資有価証券は当事業年度において17,678千円償還されております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

１株当たり純資産額（円） 1,035.93 1,050.67

１株当たり当期純利益（△純損失）

（円）
△520.37 15.65

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（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）

当期純利益（△純損失）（千円） △5,636,092 169,555

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（△純損失）

（千円）
△5,636,092 169,555

期中平均株式数（株） 10,831,010 10,830,976

（重要な後発事象）

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）

　当事業年度において、財務制限条項に抵触したことによ

り、一部の借入先に対する債務に関して、営業貸付金

959,011千円を債権譲渡担保として提供しております。

―――――
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５．貸出金及び営業収益の状況
 (1) 貸出金  

項目

第25期
平成19年３月31日現在

第26期
平成20年３月31日現在

増減
（△印減）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

　商業手形
2,240,856 4.1 191,657 0.7 △2,049,198 △91.4

(21,924) 0.0 (22,427) 0.1 502 2.3

無担保貸付 信用貸付 34,693,590 63.9 17,464,861 62.6 △17,228,729 △49.7

保証人付貸付 9,473,234 17.4 5,190,506 18.6 △4,282,728 △45.2

小計 44,166,824 81.3 22,655,367 81.2 △21,511,457 △48.7

有担保貸付 不動産 7,882,159 14.5 5,027,342 18.0 △2,854,816 △36.2

有価証券 46,336 0.1 23,733 0.1 △22,602 △48.8

会員権 1,998 0.0 － － △1,998 △100.0

小計 7,930,493 14.6 5,051,075 18.1 △2,879,417 △36.3

営業貸付金 　計
52,097,318 95.9 27,706,443 99.3 △24,390,875 △46.8

(1,275,266) 2.3 (1,909,360) 6.8 634,094 49.7

合計
54,338,174 100.0 27,898,100 100.0 △26,440,073 △48.7

(1,297,191) 2.4 (1,931,787) 6.9 634,596 48.9

　（注）１．貸出金残高の（　）内書は、営業債権等に含まれる「破産更生債権等」の額であります。

        ２．貸出金残高には、資産流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金が含まれております。

　　　 　   なお、各期の貸出金残高に含まれる営業貸付金残高は以下のとおりであります。

　　　　　　    第25期　20,307,764千円　　　第26期　11,931,170千円

 

 (2) 営業収益  

項目

第25期
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

第26期
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

増減
（△印減）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

　受取割引料 632,085 4.6 161,300 2.0 △470,784 △74.5

無担保貸付 信用貸付 4,394,449 31.6 1,934,182 23.6 △2,460,267 △56.0

保証人付貸付 1,589,653 11.4 786,256 9.6 △803,397 △50.5

小計 5,984,103 43.0 2,720,438 33.2 △3,263,664 △54.5

有担保貸付 不動産 1,433,546 10.3 1,002,874 12.3 △430,672 △30.0

有価証券 12,600 0.1 7,034 0.1 △5,566 △44.2

会員権 2,322 0.0 36 0.0 △2,285 △98.4

その他 170 0.0 205 0.0 35 20.8

小計 1,448,639 10.4 1,010,150 12.4 △438,489 △30.3

営業貸付金利息計 7,432,742 53.4 3,730,588 45.6 △3,702,153 △49.8

　受取信託分配金 5,525,450 39.7 4,194,399 51.3 △1,331,051 △24.1

　匿名組合分配金 219,687 1.6 － － △219,687 △100.0

　不動産賃貸収入 30,619 0.2 26,192 0.3 △4,427 △14.5

　その他 70,187 0.5 67,660 0.8 △2,526 △3.6

合計 13,910,774 100.0 8,180,142 100.0 △5,730,632 △41.2
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６．その他
(1）役員の異動

① 代表者の異動

 該当事項はありません。

② その他の役員の異動

 該当事項はありません。
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