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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 301 ― 154 ― 168 ― 255 ―

20年3月期第1四半期 838 △25.2 △445 ― △438 ― △388 ―

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 6.49 ―

20年3月期第1四半期 △9.87 ―

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 4,541 1,143 25.2 29.03
20年3月期 5,997 888 14.8 22.54

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,143百万円 20年3月期  888百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 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  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2四半期累計期間 556 ― △61 ― △50 ― △51 ― △1.31

通期 942 △62.3 △161 ― △148 ― △150 ― △3.83

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. その他をご覧ください。  

(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. その他をご覧ください。  

(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  40,000,000株 20年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  600,527株 20年3月期  600,439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  39,399,517株 20年3月期第1四半期  39,399,681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．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。実際の実績等は業績の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰により設備投資や個人消費の

伸びが鈍化し、景気はさらに減速しております。加えてサブプライムローン問題や世界的なインフレ圧力に
より、国内物価の上振れリスクが高まり消費が停滞するなど、経済・物価の不確実性が高い状況にあります。
　当貸金業界におきましては、法的債務整理の急増や利息返還請求の高止まりの状況が続いており、また事
業の規制強化となる、貸付金の総量規制や上限金利の引き下げなどの段階的な実施が予定されている貸金業
法が平成19年12月19日に施行され、当業界の事業環境は急激に変化し、多くの中小事業者が市場からの撤退
を余儀なくされる厳しい状況となっております。
　このような状況において、当社は債権の早期回収と保全及び不良債権の圧縮を鋭意進め、事業の縮小均衡
により期間損益の改善を図ることに注力いたしました。
　このような結果、当第１四半期会計期間の業績は、営業収益３億１百万円、営業利益１億54百万円、経常
利益１億68百万円、当四半期純利益２億55百万円となりました。

事業部門別の状況は、次のとおりであります。
［事業者金融部門］

　当第１四半期会計期間におきましては、新規融資を行わず債権の早期回収と保全に努めた結果、営業貸付
金残高は27億73百万円、営業収益は70百万円、営業利益が１百万円となりました。
［消費者金融部門］

　当第１四半期会計期間におきましては、厳格な与信管理のもと新規融資獲得の営業努力にも拘らず融資実
績はなく、専ら債権の回収及び保全に努めた結果、営業貸付金残高は35億97百万円となり、営業収益は２億
30百万円、営業利益は１億52百万円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
①資産、負債及び純資産の状況
　(資産)
　流動資産は、前事業年度末に比べて25.6％減少し、42億14百万円となりました。これは、現金及び預金
が５億２百万円、営業貸付金が13億54百万円減少したこと、貸倒引当金を４億円戻入れしたことによる増
加などによります。
　固定資産は、前事業年度末に比べて1.2％減少し、３億27百万円となりました。これは主に固定資産の減
価償却額４百万円などによります。
　この結果、総資産は前事業年度末に比べて24.3％減少し、45億41百万円となりました。
(負債)
　流動負債は、前事業年度末に比べて32.9％減少し、33億97百万円となりました。これは、短期借入金が
13億円、一年内返済予定の長期借入金が71百万円それぞれ減少したこと、利息返還損失引当金を１億17百
万円戻入れしたことなどによります。
　固定負債は、前事業年度末の長期借入金50百万円を一年内返済予定の長期借入金に振替えております。
　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて33.5％減少し、33億97百万円となりました。
(純資産)
　純資産合計は、前事業年度末に比べて28.8％増加し、11億43百万円となりました。これは、主として利
益剰余金が２億55百万円増加したことなどによります。

②キャッシュ・フローの状況
　 当第１四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。）は、前事業年度末に比べ
５億２百万円減少し、四半期末残高は１億86百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　税引前四半期純利益が２億56百万円となり、貸倒額を除く営業貸付金の純減少10億17百万円による資金
の増加、非資金費用である営業貸付金の貸倒額３億36百万円、貸倒引当金の減少４億円並びに利息返還損
失引当金の減少１億17百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは９億20百万円の収入となり
ました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　当第１四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェア仮勘定に１百万円を計上
したことなどにより１百万円の支出となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　長短借入金の純減少による14億21百万円の資金減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは
14億21百万円の支出となりました。
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3. 業績予想に関する定性的情報
当社を取り巻く経営環境は、利息返還請求や貸倒れの増加、高止まりが経営を圧迫し、貸金業法等の施行

により収益力の低下が見込まれるなど、予断を許さない状況が続くと予想されます。このような環境の下、
当社は引き続き継続企業の前提に関する疑義を払拭するべく経営改善に取り組んでまいります。
　当第1四半期においても営業コストの圧縮に努めることで事業の縮小均衡を図っているところであります
が、当期の業績予想につきましては、現時点において平成20年５月23日に公表いたしました当初業績予想を
修正しておりません。
　しかしながら今後の利息返還請求や貸倒費用の想定の見直しなど、修正が必要となった場合には速やかに
お知らせいたします。

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
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら
れるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．利息返還損失引当金の算定方法
　当第１四半期会計期間末の利息返還損失の発生状況が前事業年度末に算定基準としたものと著しい変
化がないと認められるため、前事業年度末の算定基準を使用して返還見込額を計上しております。

３．経過勘定項目の算定方法
　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算
額で計上する方法によっております。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発
生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。

(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 186,991 689,422

営業貸付金 6,370,443 7,724,475

未収収益 115,334 108,072

その他 24,359 27,964

貸倒引当金 △2,482,994 △2,883,257

流動資産合計 4,214,133 5,666,677

固定資産

有形固定資産 11,625 12,236

無形固定資産 67,255 70,173

投資その他の資産 248,283 248,810

固定資産合計 327,164 331,220

資産合計 4,541,298 5,997,897

負債の部

流動負債

短期借入金 2,200,000 3,500,000

1年内返済予定の長期借入金 243,000 314,000

利息返還損失引当金 922,812 1,040,272

その他 31,579 205,575

流動負債合計 3,397,392 5,059,847

固定負債

長期借入金 0 50,000

固定負債合計 0 50,000

負債合計 3,397,392 5,109,847

純資産の部

株主資本

資本金 3,062,400 3,062,400

資本剰余金 1,875,800 1,875,800

利益剰余金 △3,720,238 △3,976,100

自己株式 △74,054 △74,049

株主資本合計 1,143,906 888,049

純資産合計 1,143,906 888,049

負債純資産合計 4,541,298 5,997,897
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(2) 【四半期損益計算書】

（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)

営業収益 301,485

営業費用 147,126

営業利益 154,358

営業外収益

償却債権譲渡益 11,977

その他 2,490

営業外収益 14,467

営業外費用

雑損失 4

営業外費用 4

経常利益 168,822

特別利益

貸倒引当金戻入額 63,899

利息返還損失引当金戻入額 23,672

特別利益 87,571

特別損失

電話加入権売却損 50

特別損失 50

税引前四半期純利益 256,343

法人税、住民税及び事業税 481

法人税等合計 481

四半期純利益 255,861
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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 256,343

減価償却費 4,974

長期前払費用償却額 527

貸倒引当金の増減額（△は減少） △400,263

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △117,459

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,656

営業貸付金の増加額 △38,476

営業貸付金の回収額 1,056,144

営業貸付金の貸倒額 336,364

その他 △168,553

小計 925,943

法人税等の支払額 △5,873

営業活動によるキャッシュ・フロー 920,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △1,500

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,496

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） △1,300,000

長期借入金の返済による支出 △121,000

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,421,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △502,431

現金及び現金同等物の期首残高 689,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 186,991
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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

当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
当社は、前々事業年度において96百万円の営業損失、98百万円の経常損失及び１億45百万円の当期純損

失を計上し、前事業年度においては35億80百万円の営業損失、35億58百万円の経常損失及び43億55百万円
の当期純損失を計上するに至り、２期連続で営業損失、経常損失及び当期純損失を計上する結果となり、
継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
　当第１四半期会計期間においては営業利益１億54百万円、経常利益１億68百万円及び四半期純利益２億
55百万円を計上することができましたが、利益剰余金は37億20百万円のマイナスとなっており、継続企業
の前提に関する重要な疑義が解消または大幅に改善される状況には至っておりません。 
　前事業年度における重要な営業損失、経常損失及び当期純損失は、当該事業年度当時の急激な貸金市場
の信用収縮に伴う貸倒の増大に対処するために、債権の実状に合わせて債権分類の定義を見直し貸倒懸念
債権等の将来発生するであろう貸倒リスクを合理的に見積もったことによる貸倒引当金繰入額28億83百万
円及び貸倒損失10億６百万円を計上したこと、繰延税金資産の回収可能性を保守的に見積もり繰延税金資
産６億50百万円を取り崩したことが主たる要因であります。 
　当社は、このような状況を改善するため、また、平成19年12月19日に施行された貸金業法の改正による
総量規制の導入や上限金利の引下げ等の段階的な施行に伴い想定される貸金業市場での更なる経営環境の
悪化を考慮し検討した結果、営業戦略の基本方針として、事業規模の拡大成長を図るのではなく当面は新
規融資を行わずに既存の優良債権の保全とそれによる収益確保を目指し、債権の早期回収と不良債権の圧
縮、貸倒債権の償却を鋭意進めることにより事業規模の縮小均衡を図ること及び財務面では有利子負債の
圧縮を最重要課題としております。 
　当第１四半期会計期間においては、上記の方針に基づき、優良債権の保全と債権の早期回収及び不良債
権の圧縮を進めたことにより営業損失の計上は回避できましたが、今後においても債権管理の効率化およ
び回収体制を強化し、有利子負債の圧縮による金融費用の減少、更には営業経費内容の見直しとコスト削
減に努めた業務運営をすすめることにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消または大幅な改善
が図れると考えております。 
　四半期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」

(要約)四半期損益計算書

科 目

前四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額（千円）

Ⅰ 営業収益 838,625

Ⅱ 営業費用 1,284,100

　 営業損失 445,474

Ⅲ 営業外収益 6,877

　 経常損失 438,596

Ⅳ 特別損失 17,883

　 税引前四半期純損失 456,479

　 税金費用 △67,589

　 四半期純損失 388,890
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