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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当社は、平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,701 ― △2,566 ― △2,562 ― △2,559 ―

20年3月期第1四半期 4,589 ― △3,273 ― △3,290 ― △3,306 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △23.29 ―

20年3月期第1四半期 △30.09 ―

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

21年3月期第1四半期 89,439 28,763 32.2 261.75
20年3月期 108,874 31,310 28.8 284.92

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  28,763百万円 20年3月期  31,310百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 3,500 ― △4,400 ― △4,400 ― △4,450 ― △40.50

通期 5,800 △60.5 △9,800 ― △9,800 ― △9,900 ― △90.09

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  114,107,446株 20年3月期  114,107,446株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,217,782株 20年3月期  4,217,556株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  109,889,765株 20年3月期第1四半期  109,890,399株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結会計（累計）期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰、諸物価の上昇等によ

り、企業業績、個人消費とも、先行き不透明感が強まっております。 

当連結グループにつきましては、出資法の上限金利の引下げ及び利息返還請求等の影響により、厳しい経営環

境下にありますが、事業構造の変革及び財務の健全性を最重要課題と位置付け、債権ポートフォリオの再構築を

推進してまいりました。 

この結果、当第1四半期連結会計期間末の貸出金残高は84,969百万円(前連結会計年度末比12,041百万円減)と

なりました。なお、その内訳につきましては、商業手形が18,978百万円（前連結会計年度末比1,553百万円

減）、営業貸付金が65,990百万円（前連結会計年度末比10,487百万円減）であります。 

損益につきましては、当第1四半期連結会計（累計）期間の営業収益は1,701百万円（前年同期比2,887百万円

減）、営業損失は2,566百万円（前年同期は営業損失3,273百万円）、経常損失は2,562百万円（前年同期は経常

損失3,290百万円）となり、四半期純損失は、特別損益に有形固定資産の売却による固定資産売却益3百万円等を

計上したこともあって、2,559百万円（前年同期は四半期純損失3,306百万円）となりました。 

  

事業別の業績は、次のとおりであります。 

  

(1)商業手形の割引及び貸付に係る事業 

当社が展開しております当該事業につきましては、当第1四半期会計（累計）期間の経営成績は、営業収益

1,684百万円、営業損失2,561百万円となりました。 

  

(2)賃貸保証業務に係る事業 

当社の連結子会社である株式会社エムキャットが展開しております当該事業につきましては、当第1四半期

会計（累計）期間の経営成績は、営業収益18百万円、営業損失4百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

①資産の部 

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は89,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,434百万円

減少しました。 

資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、債権ポートフォリオの再構築により、貸出金が

12,041百万円、受取手形が570百万円減少したことや、借入金の返済に伴い、現金及び預金が3,899百万円

並びに預け金6,191百万円が減少したことによるものであります。 

②負債の部 

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は60,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ16,888百万円

減少しました。 

負債減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、貸出金の減少に伴い借入金が15,108百万円減少した

ことによるものであります。 

③純資産の部 

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は28,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,546百万円

減少しました。 

純資産の減少の主な要因は、四半期純損失2,559百万円の計上によるものであります。 

  



（キャッシュ・フローの状況） 

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、11,355百万円となり、前連結会計年度末比3,899百万

円減少いたしました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果減少した資金は2,282百万円となりました。この主な要因は、債権流動化による借入金

の減少や貸倒引当金及び係争関係損失引当金の減少並びに税金等調整前四半期純損失等の減少要因が、債

権ポートフォリオの再構築による商業手形及び営業貸付金の減少や預け金の減少等の増加要因を上回った

ことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果増加した資金は129百万円となりました。この主な要因は、支店統廃合による敷金の戻

りや固定資産売却益等の増加要因が、ソフトウェア開発費等の減少要因を上回ったことによるものであり

ます。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は1,747百万円となりました。この主な要因は、貸出金の減少に伴う借入

金の返済によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績見通しにつきましては、平成20年5月19日公表の「平成20年3月期決算短信」での業績予想に変更はありま

せん。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

(3) 四半期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 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,655 15,554

預け金 13,781 19,972

受取手形 1,074 1,645

商業手形 18,978 20,531

営業貸付金 65,990 76,478

その他 676 766

貸倒引当金 △29,953 △33,553

流動資産合計 82,203 101,395

固定資産   

有形固定資産 6,141 6,246

無形固定資産 49 0

投資その他の資産 1,045 1,231

固定資産合計 7,236 7,478

資産合計 89,439 108,874

負債の部   

流動負債   

短期借入金 24,705 38,574

1年以内返済予定の長期借入金 4,971 5,843

未払法人税等 99 193

賞与引当金 92 55

係争関係損失引当金 7,260 7,466

その他 1,934 2,524

流動負債合計 39,063 54,656

固定負債   

転換社債 408 408

新株予約権付社債 9,500 9,500

長期借入金 346 714

退職給付引当金 76 65

係争関係損失引当金 11,204 12,127

その他 77 92

固定負債合計 21,612 22,907

負債合計 60,676 77,564



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 59,609 59,609

資本剰余金 10,938 10,938

利益剰余金 △37,940 △35,381

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 29,477 32,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △29

土地再評価差額金 △696 △696

評価・換算差額等合計 △713 △726

純資産合計 28,763 31,310

負債純資産合計 89,439 108,874



(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
 至 平成20年6月30日) 

営業収益  

受取割引料 335

営業貸付金利息 1,291

手数料収入 10

その他の営業収益 64

営業収益合計 1,701

営業費用  

金融費用 336

その他の営業費用 103

営業費用合計 439

営業総利益 1,261

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 384

貸倒引当金繰入額 1,229

係争関係損失引当金繰入額 1,182

その他 1,032

販売費及び一般管理費合計 3,828

営業損失（△） △2,566

営業外収益  

受取配当金 3

雑収入 3

営業外収益合計 6

営業外費用  

支払利息 1

雑損失 0

営業外費用合計 2

経常損失（△） △2,562

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産処分損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △2,559

法人税、住民税及び事業税 0

四半期純損失（△） △2,559



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
 至 平成20年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,559

減価償却費及びその他の償却費 104

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 37

係争関係損失引当金の増減額（△は減少） △1,129

受取配当金 △3

支払利息 1

固定資産売却損益（△は益） △2

預け金の増減額（△は増加） 6,191

受取手形の増減額（△は増加） 570

商業手形の増減額（△は増加） 1,553

営業貸付金の増減額（△は増加） 10,487

その他の流動資産の増減額（△は増加） 89

商業手形流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△1,704

手形債権流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△11,657

その他の営業活動による増減額（△は減少） △527

小計 △2,146

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 －

特別退職金の支払額 △79

法人税等の支払額 △59

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,282

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期性預金の預入による支出 △300

定期性預金の払戻による収入 300

有形固定資産の売却による収入 19

無形固定資産の取得による支出 △66

投資有価証券の取得による支出 △3

その他の投資活動による増減額（△は減少） 181

投資活動によるキャッシュ・フロー 129

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △507

長期借入金の返済による支出 △1,239

自己株式の増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,899

現金及び現金同等物の期首残高 15,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,355



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

(4)継続企業の前提に関する注記 

  当連結グループは、前連結会計年度に29,124百万円の当期純損失を計上し、当第1四半期連結会計（累計）期間

においても改正貸金業法に関連する出資法上の上限金利の引下げや利息返還請求が業績への大きな圧迫要因とな

り、2,559百万円の四半期純損失を計上いたしました。 

  また、前連結会計年度に引き続き、シンジケートローン契約(平成20年6月30日現在借入金残高2,232百万円)に

ついても、純資産の減少により財務制限条項に抵触しております。 

  これらの状況により、当連結グループは継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象の存在に該当していま

す。  

  当連結グループは、改正貸金業法の段階的な施行に伴い、貸金業者への規制が大幅に強化されていく中で、債

権ポートフォリオ再構築による貸付金残高の減少、利息返還請求の高止まり等により厳しい経営環境下にありま

すが、当該状況を解消すべく、平成20年5月19日に策定した経営計画等に基づき、次のとおりに対処してまいりま

す。 

１．収益構造の変革 

  上限金利引下げに対応した収益モデルを構築するために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化するととも

に、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの低い貸出債権の選別を図ってまいります。特に営業貸付金におい

て、既存債権のうち新与信基準に満たない債権については、積極的に債権回収を図ってまいります。また、

「賃貸保証」並びに「動産担保ローン」等における金銭貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦販売」等の

紹介業務といった新たな事業を早期に収益貢献ができるよう推進してまいります。 

２．コスト構造の変革 

  このような厳しい経営環境下、当第1四半期連結会計（累計）期間に、事業構造改革として、各部署の統合

による組織のフラット化、有形固定資産の売却を行いました。今後も、余剰資産の売却など一層の経営効率

化を図ってまいります。 

３．資金繰りの見通し 

 シンジケート団とは、現在、その事実を踏まえた上で、継続的な取引をして頂いております。一方、キャ

ッシュ面において、平成20年6月末現在の「現金及び預金残高」は11,655百万円であり当面十分な運転資金を

確保していることや、余剰資産の売却並びに、「手形貸付」及び「証書貸付」において、既存債権のうち新

与信基準に満たない債権については、積極的に債権回収を図ってまいりますことからも、事業の継続性及び

資金繰りに問題はないものと考えております。 

  従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

(5)セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日） 

 当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資及び商業手形割引を主な事業としておりますが、当

該セグメントの営業収益、営業損失及び資産の金額が、それぞれ、全セグメントの営業収益、営業損失及び資

産の金額の合計額の90％超であるため、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 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年6月30日） 

 海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



  ６．貸出金の状況 

  

（単位：百万円） 

区分 

前第1四半期連結累計期間
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年6月30日） 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成20年6月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 

受取割引料 

  ％   ％   ％ 

営業

収益 

659 

 

14.4 

 

335 

 

19.7 

 

2,130 

 

14.5 

 

営業貸付金

利息 

手形貸付 2,368 51.6 791 46.5 7,519 51.3 

証書貸付 1,312 28.6 492 28.9 4,000 27.3 

その他貸付 － － 7 0.5 15 0.1 

小計 3,681 80.2 1,291 75.9 11,535 78.7 

その他 

手数料収入 35 0.8 10 0.6 115 0.8 

預金利息 1 0.0 0 0.0 11 0.1 

不動産賃貸収入 211 4.6 63 3.8 874 5.9 

小計 248 5.4 74 4.4 1,000 6.8 

合計 4,589 100.0 1,701 100.0 14,666 100.0 

融資

残高 

商業手形割引 28,892 23.0 18,978 22.3 20,531 21.2 

営業貸付金 

手形貸付 70,497 56.0 47,608 56.0 56,139 57.9 

証書貸付 26,426 21.0 18,052 21.3 20,009 20.6 

その他貸付 － － 330 0.4 330 0.3 

小計 96,924 77.0 65,990 77.7 76,478 78.8 

合計 125,816 100.0 84,969 100.0 97,010 100.0 



  ７．その他情報 

(1)資本金及び資本準備金の減少の効力発生について 

 当社は、平成20年6月26日開催の第39回定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金

処分の件に関する議案が承認決議され、一連の債権者保護手続を経て、平成20年8月1日付で効力が生じておりま

す。 

 この結果、当社の資本金及び資本準備金の額は下記のとおりとなりました。 

※なお、資本金及び資本準備金の減少額は、その他資本剰余金に振り替え後、全額を平成20年3月31日時点の欠

損に填補いたしております。 

  

(2)役員の異動について 

退任監査役（平成20年7月11日) 

古内 康夫 

  

  平成20年3月31日 平成20年8月1日 

資本金 59,609,480,326 円 35,195,960,297 円

資本準備金 855,000,000 円 0 円



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年3月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益 4,589 

受取割引料 659 

受取利息 3,681 

受入手数料 35 

その他 213 

Ⅱ 営業費用 997 

金融費用 724 

その他 273 

営業総利益 3,591 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,865 

人件費 1,116 

物件費 1,373 

貸倒関係費 4,375 

営業損失（△） △3,273 

Ⅳ 営業外収益 4 

Ⅴ 営業外費用 21 

経常損失（△） △3,290 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△3,290 

法人税、住民税及び事業税 15 

四半期純損失（△） △3,306 



(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日） 

 
前年同四半期 

（平成20年3月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純損
失（△） 

△3,290 

減価償却費及び償却費 213 

貸倒引当金の増加額 654 

賞与引当金の増加額 80 

係争関係損失引当金の減
少額 

△626 

受取配当金 △1 

支払利息 1 

新株発行費償却 3 

預け金の減少額 1,757 

受取手形の減少額 796 

商業手形の減少額 3,098 

営業貸付金の減少額 6,961 

その他の流動資産の減少
額 97 

商業手形流動化による借
入金の減少額 

△1,460 

証書貸付債権流動化によ
る借入金の減少額 

△746 

前受収益の減少額 △491 

その他 △64 

小計 6,983 

配当金の受取額 1 

利息の支払額 － 

法人税等の支払額 △63 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 6,921 

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 

△34 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△184 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△4 

その他 5 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△218 

 



 
前年同四半期 

（平成20年3月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の増減 △1,049 

長期借入金の返済による
支出 

△2,837 

自己株式の増減 △0 

配当金の支払額 △0 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△3,887 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

－ 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 2,815 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 18,270 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四
半期末残高 21,085 
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