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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,106 ― △1,470 ― △1,469 ― △1,486 ―

20年3月期第1四半期 2,731 △26.5 △20 ― △27 ― △39 ―

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 △137.27 ―

20年3月期第1四半期 △3.66 ―

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 22,219 9,838 44.3 908.39
20年3月期 24,973 11,379 45.6 1,050.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,838百万円 20年3月期  11,379百万円

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 ― 5.00 5.00
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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期累計期間 2,010 ― △2,994 ― △2,993 ― △3,014 ― △278.33

通期 3,442 △57.9 △3,277 ― △3,276 ― △3,304 ― △305.06

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。  

(2) 四半期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 をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  11,138,710株 20年3月期  11,138,710株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  307,790株 20年3月期  307,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  10,830,920株 20年3月期第1四半期  10,831,010株

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1） 平成20年５月12日に公表いたしました「平成21年3月期の業績予想」につきましては、平成20年８月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、第２四半期
累計期間、通期ともに業績予想の修正を行っております。 
（2） 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条件及び業績予想のご利用に際しての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報 をご覧下さい。 
（3） 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期のわが国経済は、サブプライムローン問題の影響による米国経済減退による輸出の鈍化、原油価格高

騰に伴う原材料価格の上昇による企業収益の減少等、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、景気

は踊り場的状況で推移いたしました。

　当貸金業界におきましても、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一方、利益圧迫要因と

なる過払い利息返還請求が依然として高止まりの推移となるなど、経営環境は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、前事業年度において策定いたしました新中期経営計画に基づき、業務効率の向

上及び生産性の向上、ローコストオペレーションの追及などを目的とする各種施策に継続して取り組んでおります。

　新中期経営計画に基づく人員削減等による経常経費の削減が、既に計画どおりに完了していることに加え、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）について、当第１四半期において全金

融機関からの了承が得られ、さらに、第３回ＡＢＳの早期償還（平成20年４月８日完了）及び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（平成20年５月９日完了）についても当第１四半期において完了したこと

から、流動性資金の安定した推移が確保できる状態となりました。これにより、昨年来10ヶ月間に亘り継続していた

貸付業務の停止を解除して、平成20年６月より貸付業務を全支店において再開し、新規顧客の拡大に軸足を置いた貸

付に注力するほか、審査部の新設などにより、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に努めております。

　当第１四半期における業績は、前年８月からの貸付業務停止の影響で当第１四半期末の貸出金残高が大幅に減少し

23,223百万円となったことにより、営業収益が1,106百万円となりました。

　また、有利子負債残高が大幅に減少したことによる支払利息の減少が主たる要因となり営業費用が129百万円となっ

たほか、前事業年度（平成19年10月15日）に実施いたしましたリストラ効果により、人件費をはじめとする経常経費

が大幅に削減されるなど、コスト削減は概ね当初計画どおりの進捗となりましたが、過払い利息返還請求の高止まり

の推移が続いている近時の状況を勘案し、会計監査人との協議の結果、今後の損失発生に備えるため、当第１四半期

末の利息返還損失引当金を3,150百万円に積み増したことによる当該引当金繰入額1,252百万円の計上が主たる要因と

なって販売費及び一般管理費は2,447百万円となりました。

　以上により、当第１四半期の損益は、営業損失1,470百万円、経常損失1,469百万円、四半期純損失1,486百万円とな

りました。

　なお、当第１四半期末の貸出金残高には、資産流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金5,467百万円（顧客数

5,457件、契約口数6,160件）が含まれております。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、営業貸付金（前事業年度末比1,725百万円増）、現金及び預金（前事業年度末比632百

万円増）、信託受益権（前事業年度末比3,098百万円減）、未収収益（前事業年度末比1,588百万円減）など、第３回

ＡＢＳ（資産担保証券）の資産流動化スキーム終了が主たる要因となった増減等により流動資産が前事業年度末に比

べて2,517百万円減少し、匿名組合出資金の償還による投資有価証券の減少（前事業年度末比202百万円減）等により

固定資産が前事業年度末に比べて236百万円減少したことにより、前事業年度末比2,754百万円減の22,219百万円とな

りました。

　また、短期借入金（前事業年度末比284百万円減）、１年以内返済予定長期借入金（前事業年度末比279百万円減）、

長期借入金（前事業年度末比972百万円減）など有利子負債の減少と利息返還損失引当金の増加（前事業年度末比542

百万円増）により負債合計が前事業年度末比1,213百万円減の12,380百万円となり、当第１四半期末の純資産は前事業

年度末比1,541百万円減の9,838百万円、自己資本比率は44.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は2,734百万円となり、前事業年

度末に比べて632百万円増加いたしました。　

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2,042百万円の増加となりました。これは主に、昨年８月より継続してい

る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2,456百万円の資金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」は175百万円の増加となりました。これは主に、第３回ＡＢＳ（資産担保証

券）の資産流動化スキーム終了に伴う投資有価証券の償還等による収入201百万円によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は1,584百万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

入金等の返済による1,537百万円の資金の減少によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月12日に公表いたしました「平成21年３月期の業績予想」につきましては、平成20年８月５日公表の適

時開示資料「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、以下のとおり第２四半期累計期間、通期ともに業績予想の修

正を行っております。

　（第２四半期累計期間）

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　　銭

 前回発表予想（Ａ） 2,010 △619 △618 △634 △58   62

 今回修正予想（Ｂ） 2,010 △2,994 △2,993 △3,014 △278   33 

 増減額（Ｂ－Ａ） ― △2,375 △2,374 △2,379 ―

 増減率（％） ― ― ― ― ―

（参考）前中間期実績

（平成19年９月中間期）
5,058 147 137 △285 △26   34 

　（通期）

 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

 前回発表予想（Ａ） 3,442 △1,041 △1,040 △1,072 △99　 06 

 今回修正予想（Ｂ） 3,442 △3,277 △3,276 △3,304 △305   06 

 増減額（Ｂ－Ａ） ― △2,236 △2,235 △2,231 ―

 増減率（％） ― ― ― ― ―

（参考）前期実績

（平成20年３月期）　
8,180 587 582 169 15   65 

（注）上記に記載した業績予想の数値は、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、また、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は業況の変化等の様々な要因により、上記

予想数値と大きく異なる可能性があります。　

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

（固定資産の減価償却費の算定方法）

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。

②四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

該当事項はありません。

（２）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,734,577 2,101,599

商業手形 175,720 169,230

営業貸付金 15,591,736 13,865,912

前払費用 47,876 58,649

信託受益権 3,014,227 6,113,006

未収収益 1,352,937 2,941,658

預け金 153,610 425,552

その他 57,410 107,199

貸倒引当金 △2,670,100 △2,807,100

流動資産合計 20,457,996 22,975,708

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,576,640 1,577,517

減価償却累計額 △872,175 △864,599

建物（純額） 704,464 712,918

構築物 8,084 8,084

減価償却累計額 △5,785 △5,720

構築物（純額） 2,299 2,364

器具備品 166,656 175,089

減価償却累計額 △140,919 △156,711

器具備品（純額） 25,737 18,377

土地 570,458 570,458

有形固定資産合計 1,302,960 1,304,119

無形固定資産   

ソフトウエア 55,488 64,737

電話加入権 7,889 7,889

無形固定資産仮勘定 48,658 48,280

無形固定資産合計 112,035 120,906

投資その他の資産   

投資有価証券 28,143 230,445

出資金 5,240 5,240

破産更生債権等 1,991,137 1,934,494

長期前払費用 51,565 113,408

その他 84,483 72,267

貸倒引当金 △1,814,196 △1,782,736

投資その他の資産合計 346,372 573,119

固定資産合計 1,761,368 1,998,145

資産合計 22,219,364 24,973,854
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 284,325

1年内返済予定の長期借入金 5,067,950 5,347,912

未払金 397,824 325,432

未払費用 63,832 60,032

未払法人税等 8,126 17,634

預り金 299,201 553,974

前受収益 4,634 4,267

賞与引当金 31,121 64,730

利息返還損失引当金 2,226,000 1,771,000

流動負債合計 8,098,692 8,429,309

固定負債   

長期借入金 2,949,722 3,922,546

繰延税金負債 4,781 4,917

退職給付引当金 348,025 337,790

役員退職慰労引当金 － 13,375

利息返還損失引当金 924,000 836,122

長期預り金 29,299 29,299

金利スワップ 3,200 11,158

その他 22,900 9,525

固定負債合計 4,281,929 5,164,734

負債合計 12,380,622 13,594,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,460,527 3,460,527

資本剰余金   

資本準備金 4,444,027 4,444,027

資本剰余金合計 4,444,027 4,444,027

利益剰余金   

利益準備金 160,000 160,000

その他利益剰余金   

別途積立金 5,553,966 5,553,966

繰越利益剰余金 △1,371,315 169,555

利益剰余金合計 4,342,650 5,883,521

自己株式 △207,201 △207,201

株主資本合計 12,040,004 13,580,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,984 7,181

土地再評価差額金 △2,208,246 △2,208,246

評価・換算差額等合計 △2,201,262 △2,201,064

純資産合計 9,838,741 11,379,809

負債純資産合計 22,219,364 24,973,854
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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 4,223

営業貸付金利息 800,450

受取信託分配金 289,469

不動産賃貸収入 6,830

その他の営業収益 5,220

営業収益合計 1,106,195

営業費用  

借入金利息 68,106

その他の金融費用 58,905

不動産賃貸原価 2,290

営業費用合計 129,303

営業総利益 976,892

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 3,185

旅費交通費 3,691

通信費 7,924

貸倒引当金繰入額 757,172

利息返還損失引当金繰入額 1,252,319

役員報酬 9,817

給与賞与手当 181,611

賞与引当金繰入額 31,121

退職給付引当金繰入額 10,234

福利厚生費 37,612

債権管理費 10,351

租税公課 27,448

賃借料 23,997

減価償却費 8,871

支払手数料 49,579

その他 32,862

販売費及び一般管理費合計 2,447,800

営業利益又は営業損失（△） △1,470,908

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 188

少額資産売却収入 677

雑収入 74

営業外収益合計 950

営業外費用  

雑損失 18

営業外費用合計 18

経常利益又は経常損失（△） △1,469,975
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（単位：千円）

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

特別損失  

固定資産除却損 2,036

減損損失 11,640

特別損失合計 13,676

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,483,652

法人税、住民税及び事業税 3,063

法人税等合計 3,063

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,486,715
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△1,483,652

減価償却費 81,970

減損損失 11,640

固定資産除却損 2,036

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,609

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △13,375

貸倒引当金の増減額（△は減少） △105,540

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 542,877

受取利息及び受取配当金 △198

支払利息 68,106

貸倒償却額 862,712

破産更生債権等の増減額（△は増加） △56,642

長期前払費用の増減額（△は増加） △446

未払消費税等の増減額（△は減少） △208

その他の流動資産の増減額（△は増加） 138,218

その他の流動負債の増減額（△は減少） 78,613

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,417

小計 108,154

利息及び配当金の受取額 198

利息の支払額 △63,586

法人税等の支払額 △7,080

小計 37,686

商業手形の割引による支出 △158,495

商業手形の回収による収入 150,005

営業貸付金の貸付による支出 △195,962

営業貸付金の回収による収入 2,660,531

営業貸付金の買戻による支出 △451,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,042,297

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の償還等による収入 201,969

固定資産の取得による支出 △14,326

差入保証金の差入による支出 △15,000

差入保証金の返還による収入 2,634

その他投資による収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー 175,427

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） △284,325

長期借入金の返済による支出 △1,252,785

配当金の支払額 △47,637

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,584,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 632,977

現金及び現金同等物の期首残高 2,101,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,734,577
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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

　当社は、前事業年度（平成20年3月期）において実施した貸付業務の一時停止によって営業貸付金残高が加速度

的に減少し、営業収益がその前事業年度（平成19年3月期）に比べて著しく減少したことにより、前事業年度末に

おいて継続企業の前提に重要な疑義が存在しておりました。

  当社は、当該状況を解消すべく、新たに策定した新中期経営計画に基づく改善策を着実に推し進めた結果、経

常経費の削減及び流動性資金の安定確保を達成し、前年8月から停止していた貸付業務を当四半期から全支店にお

いて再開したほか、審査業務及び債権管理業務の集中化実現など、貸付リスクの縮減と業務効率を高めることに

よるコスト削減に引続き取り組んでおります。

  しかしながら、利息返還請求が当第1四半期において予想以上の増加となり、それによる返還利息の支払負担が

増していることから当第1四半期末において利息返還損失引当金繰入額を1,252百万円計上し、当該引当金を3,150

百万円に積み増した結果、当第1四半期営業損失は1,470百万円となりました。

  これにより当社は、当第1四半期末において継続企業の前提に新たな重要な疑義が存在しております。

  当該状況について当社は、新中期経営計画に基づく改善策を計画通りに継続して推し進めており、利息制限法

金利に対応した損益構造への整備が進み、貸付金の回収を以って新たな貸付の資金と借入金返済資金を負担しな

がら流動性資金が安定的に確保されていることから、今後における返還利息の支払についても対応可能と考えて

おります。また、当該返還利息の支払額に想定を上回る状況が生じたとしても、当期の貸出計画を調整すること

で十分支払い資金を捻出することが可能となるため、以後の資金計画に重要な影響を与えることはありません。

　以上により、当社の四半期財務諸表は継続企業を前提に作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四

半期財務諸表には反映しておりません。

（５）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収益 2,731,935

Ⅱ　営業費用 191,887

売上総利益 2,540,048

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,560,053

営業利益（△損失） △20,005

Ⅳ　営業外収益 445

Ⅴ　営業外費用 7,802

経常利益（△損失） △27,362

Ⅵ　特別利益 3

Ⅶ　特別損失 2,113

税引前四半期純利益（△純損失） △29,472

税金費用 10,135

四半期純利益（△純損失） △39,608

10

㈱インター （8493） 平成21年3月期第1四半期決算短信（非連結）



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純損失　 △29,472

　減価償却費　 43,331

　貸倒引当金の増加額　 107,066

　利息返還損失引当金の減少額　 △278,710

　引当金の減少額　 △213,988

　受取利息及び受取配当金　 △3,234

　支払利息等　 155,550

　貸倒償却額　 1,013,063

　破産更生債権等の増加額　 △179,790

　その他　 △671,715

　　小計 △57,899

　利息及び配当金の受取額 3,029

　利息の支払額 △125,120

　法人税等の支払額 △326,141

　　小計 △506,131

　商業手形の割引による支出 △1,865,634

　商業手形の回収による収入 2,034,557

　営業貸付金の貸付による支出　 △5,504,187

　営業貸付金の回収による収入　 6,865,907

　営業貸付金の買戻による支出　 △655,667

　営業貸付金の譲渡による収入　 1,482,732

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,851,576

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 △3,000

　固定資産の取得による支出 △13,125

　その他 37,537

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,412

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の減少額　 △1,730,000

　長期借入による収入　 －

　長期借入金の返済による支出　 △4,195,759

　その他 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,925,785

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △4,052,796

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 9,824,175

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 5,771,379

11

㈱インター （8493） 平成21年3月期第1四半期決算短信（非連結）



６．貸出金及び営業収益の明細表

 （１）貸出金  

項目

前年同四半期末
（平成20年３月期
　第１四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
　第１四半期末）

（参考）前期末
（平成20年３月期末）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

　商業手形
2,065,034 4.1 197,233 0.8 191,657 0.7

(26,252) 0.0 (21,512) 0.1 (22,427) 0.1

無担保貸付 信用貸付 31,769,643 63.5 14,154,803 61.0 17,464,861 62.6

保証人付貸付 8,632,117 17.2 4,302,188 18.5 5,190,506 18.6

小計 40,401,760 80.7 18,456,992 79.5 22,655,367 81.2

有担保貸付 不動産 7,558,571 15.1 4,550,125 19.6 5,027,342 18.0

有価証券 47,018 0.1 19,207 0.1 23,733 0.1

その他 3,000 0.0 ― ― ― ―

小計 7,608,590 15.2 4,569,332 19.7 5,051,075 18.1

営業貸付金 　計
48,010,350 95.9 23,026,325 99.2 27,706,443 99.3

(1,450,743) 2.9 (1,966,932) 8.5 (1,909,360) 6.8

合計
50,075,384 100.0 23,223,558 100.0 27,898,100 100.0

(1,476,996) 2.9 (1,988,445) 8.6 (1,931,787) 6.9

（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のオフバランス額は以下のとおりであります。

前年同四半期末　19,456,749千円　　　当四半期末　5,467,656千円　　　前期末　11,931,170千円

（２）営業収益  

項目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

　受取割引料 90,922 3.3 4,223 0.4 161,300 2.0

無担保貸付 信用貸付 710,341 26.0 489,855 44.3 1,934,182 23.6

保証人付貸付 282,913 10.4 139,106 12.6 786,256 9.6

小計 993,254 36.4 628,961 56.9 2,720,438 33.2

有担保貸付 不動産 293,090 10.7 170,563 15.4 1,002,874 12.3

有価証券 2,225 0.1 926 0.1 7,034 0.1

その他 111 0.0 － － 241 0.0

小計 295,427 10.8 171,489 15.5 1,010,150 12.4

営業貸付金利息計 1,288,681 47.2 800,450 72.4 3,730,588 45.6

　受取信託分配金 1,267,709 46.4 289,469 26.1 4,194,399 51.3

　匿名組合分配金 49,491 1.6 － － － －

　その他 35,130 1.3 12,050 1.1 93,852 1.1

合計 2,731,935 100.0 1,106,195 100.0 8,180,142 100.0
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