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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 316 ― △8 ― △3 ― △37 ―

20年3月期第1四半期 655 31.2 △87 ― △84 ― △116 ―

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 △2.42 ―

20年3月期第1四半期 △25.82 ―

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 7,426 502 6.8 32.68
20年3月期 10,319 540 5.2 35.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  502百万円 20年3月期  540百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

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、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  

当社は、平成20年８月26日開催予定の当社臨時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決されることを条件に、決算期（事業年度の末日）を８月31日に変
更する予定となっております。決算期変更後の第36期（平成20年4月1日～平成20年8月31日）の業績予想については、確定次第お知らせいたします。  

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 509 ― △486 ― △483 ― △559 ― △36.38

通期 1,126 △44.8 △743 ― △734 ― △846 ― △55.00

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  無  

(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） 

(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 無

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  15,739,000株 20年3月期  15,739,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  357,000株 20年3月期  357,000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  15,739,000株 20年3月期第1四半期  4,875,000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．予想数値につきましては、平成20年８月26日開催予定の当社臨時株主総会で決算期を変更する予定であり、確定次第お知らせいたします。 
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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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我が国経済は、サブプライムローン問題を発端とした世界経済の先行き不透明

な状況、原油・食料価格等の高騰の影響などにより、企業収益が圧迫され、個人所得水準も低迷し民間消費が冷え

込むなど、景気減速傾向が明確になってきております。

当事業者金融を含む貸金業界におきましては、平成19年12月に「貸金業法」が一部施行された後も、貸付上限

金利の引き下げ等の貸金業法の全面施行を控えており、多くの中小業者が市場からの撤退を余儀なくされるなど、

依然と厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社は当第１四半期会計期間におきまして、従来の融資事業から保証事業へと収益基

盤の変換を図りました。具体的には、保証事業を軌道に乗せるべく財務状態の健全化を図る目的で、営業貸付金を

日本振興銀行株式会社に債権譲渡し、そこで調達した資金をＮＩＳグループ株式会社を中心とした当社借入先への

借入返済を行い、有利子負債を減少させました。この結果、融資事業におきましては、営業貸付金残高が大幅に減

少し、営業貸付金残高は前年同期末比72.1％減の3,168,126千円となりました。これに伴い、受取利息は前年同期

比59.7％減の239,274千円となりました。さらに、前事業年度における店舗閉鎖（平成19年12月に５支店閉鎖）の

実施により、北九州本社に経営資源を集約させたことによる影響から当社顧客数が減少した結果、商業手形残高は

前年同期末比89.6％減の152,675千円となりました。これに伴い、受取割引料は前年同期比88.4％減の4,811千円と

なりました。また、営業貸付金及び商業手形割引から生じる受取手数料は前年同期比93.8％減の1,201千円となり、

融資事業における営業収益合計は前年同期比62.5％減の245,287千円となりました。

一方、当事業年度から積極的かつ慎重に推進してまいりました保証事業におきましては、当第１四半期会計期

間末の保証残高が3,634,658千円となったことに伴い、受取保証料は41,265千円となり、また、保証事業から生じ

る受取手数料は28,157千円となったことから、保証事業における営業収益合計は69,423千円となりました。

これらの結果、当第１四半期会計期間における融資事業及び保証事業活動の結果、営業収益は、前年同期比

51.6％減の316,830千円となりました。

　営業費用は、当該借入金返済による有利子負債の軽減を図ったことにより、前年同期比57.5％減の44,981千円、

一般管理費にＮＩＳグループ株式会社による当社営業貸付金の保証に伴う対価としての支払保証料121,854千円、

保証事業における債務保証損失引当金繰入額22,198千円などを計上した結果、販売費及び一般管理費は前年同期比

56.0％減の280,356千円となったことにより、営業損失は8,506千円、経常損失は3,874千円となりました。

　また、日本振興銀行株式会社に債権譲渡したことによる債権売却損37,933千円を特別損失に計上したほか、債務

保証損失引当金繰入額否認を主要因とした課税所得計算の結果、9,111千円の法人税等を計上したことにより、当

第１四半期会計期間は37,349千円の四半期純損失となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末の総資産におきましては、日本振興銀行株式会社への営業貸付金の債権譲渡などにより、

融資事業から保証事業へと営業収益基盤をシフトしていることに伴い、営業貸付金が前事業年度末比44.8％減少の

3,168,126千円となった結果、総資産合計は前事業年度末比28.0％減の7,426,729千円となりました。

負債におきましては、営業貸付金の減少に伴い、借入金全体で前事業年度末比39.0％減少の4,128,630千円となっ

た結果、負債合計は前事業年度末比29.2％減の6,924,039千円となりました。

純資産におきましては、37,349千円の四半期純損失となった結果、純資産合計は前事業年度末比7.0％減の502,690

千円となりました。

　＜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、営業活動において営業貸付金

が減少したことなどにより2,494,486千円の資金の増加となったものの、財務活動において短期借入金、関係会社

短期借入金並びに長期借入金が減少したことなどにより2,641,670千円の資金の減少となった結果、325,137千円

（前事業年度末は1,177,826千円）となりました。

　（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間におきまして、営業活動による資金の増加は2,494,486千円（前年同期は637,619千円の資

金の増加）となりました。これは、主として、営業貸付金の債権譲渡に伴い営業貸付金が減少したためであります。

　（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間におきまして、投資活動による資金の減少は705,506千円（前年同期は1,908千円の資金の

増加）となりました。これは、主として、定期性預金の預入を行ったためであります。



　（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間におきまして、財務活動による資金の減少は2,641,670千円（前年同期は896,670千円の資

金の減少）となりました。これは、主として、営業貸付金の減少に伴い、資金の効率的運用のため借入金の返済を

行ったためであります。

３．業績予想に関する定性的情報

当社は、決算期変更を行うため「定款一部変更の件」を付議することを目的として、臨時株主総会を平成20年８

月26日に行うことを決議しております。このような状況のもと、当事業年度は平成20年４月１日から平成20年８月

31日までの５ヶ月決算となる見通しであることから、業績予想の見直しを行う必要があります。本資料提出日現在

におきましては、業績予想を策定している段階であるため、確定次第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

　該当する事項はありません。

（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。



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 1,352,562 1,514,746

商業手形 152,675 164,707

営業貸付金 3,168,126 5,744,264

その他 157,034 139,156

貸倒引当金 △6,074 △17,302

流動資産合計 4,824,324 7,545,572

固定資産   

有形固定資産   

土地 348,783 348,783

その他（純額） 110,709 111,924

有形固定資産合計 459,493 460,708

無形固定資産 424 436

投資その他の資産   

破産更生債権等 2,071,964 2,240,646

その他 120,700 108,519

貸倒引当金 △50,177 △36,248

投資その他の資産合計 2,142,487 2,312,917

固定資産合計 2,602,405 2,774,062

資産合計 7,426,729 10,319,635

負債の部   

流動負債   

短期借入金 700,000 1,200,000

関係会社短期借入金 1,900,000 3,600,000

1年以内返済予定の長期借入金 1,376,440 1,723,520

未払法人税等 1,554 203,967

債務保証損失引当金 22,198 －

賞与引当金 10,029 14,209

その他 628,718 107,065

流動負債合計 4,638,941 6,848,762

固定負債   

長期借入金 152,190 246,780

関係会社長期未払保証料 2,096,429 2,648,545

利息返還損失引当金 21,426 19,417

役員退職慰労引当金 7,614 8,015

その他 7,436 7,740

固定負債合計 2,285,098 2,930,498

負債合計 6,924,039 9,779,261



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,126,399 1,126,399

資本剰余金 1,114,599 1,114,599

利益剰余金 △1,637,400 △1,600,050

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 502,361 539,711

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 328 662

評価・換算差額等合計 328 662

純資産合計 502,690 540,373

負債純資産合計 7,426,729 10,319,635



（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 316,830

営業費用 44,981

営業総利益 271,849

販売費及び一般管理費 280,356

営業損失（△） △8,506

営業外収益  

受取配当金 164

不動産賃貸料 4,437

雑収入 2,574

営業外収益合計 7,175

営業外費用  

不動産賃貸費用 2,543

営業外費用合計 2,543

経常損失（△） △3,874

特別利益  

償却債権取立益 501

前期損益修正益 1,681

賞与引当金戻入額 14,209

特別利益合計 16,391

特別損失  

投資有価証券評価損 2,495

債権売却損 37,933

その他 326

特別損失合計 40,755

税引前四半期純損失（△） △28,237

法人税、住民税及び事業税 9,111

法人税等調整額 －

法人税等合計 9,111

四半期純損失（△） △37,349



（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  

税引前四半期純損失（△） △28,237

減価償却費 1,457

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,701

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 2,009

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △401

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 22,198

関係会社長期未払保証料の増減額（△は減少） △552,115

投資有価証券評価損益（△は益） 2,495

受取配当金 △321

支払利息 44,591

商業手形の増減額（△は増加） 12,031

営業貸付金の増減額（△は増加） 2,576,137

破産更生債権等の増減額（△は増加） 168,681

その他の営業活動による増減額（△は減少） 501,254

小計 2,748,304

配当金の受取額 321

利息の支払額 △42,614

法人税等の支払額 △211,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,494,486

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 △815,019

定期性預金の払戻による収入 124,512

投資有価証券の取得による支出 △15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △705,506

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △500,000

関係会社短期借入金の返済による支出 △1,700,000

長期借入金の返済による支出 △441,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,641,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △852,689

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 325,137



　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、営業損失8,506千円（前事業年度は744,192千円）、経常損失3,874千円（前事業年度は738,960千円）、

四半期純損失37,349千円（前事業年度は1,187,122千円の当期純損失）と継続的に営業損失、経常損失、四半期

（当期）純損失を計上しております。

　当該状況により、当社には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。

　このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行してまいります。

１．事業収益の拡大

①日本振興銀行株式会社及び中小企業保証機構株式会社との保証基本契約の締結

　当社の与信管理のノウハウを活用し、新たな事業収益を獲得するため、平成20年４月３日付けにて、

日本振興銀行株式会社の貸出に対し、当社及び中小企業保証機構株式会社が保証を行う旨の契約を締結

しております。今後におきましても精緻な審査体制にもとづく保証業務を行うことにより、事業収益を

拡大すべく努めてまいります。

②日本振興銀行株式会社とのパートナーシップの強化

　当社と日本振興銀行株式会社は中小企業を中心としたマーケットをターゲットとしている点において

共通しており、中小企業を積極的に支援し、中小企業が抱える様々なニーズに対する新たなソリューショ

ンビジネスモデルを創出し、相互の事業収益の拡大を図ってまいります。

　また、平成20年４月23日開催の臨時株主総会決議に基づき、日本振興銀行株式会社から代表取締役を

含む３名を招聘しているほか、審査体制の強化を目的として５名の出向者を受け入れております。今後

におきましても、積極的に相互の人材交流を図ってまいります。

２．貸倒関連費用の抑制

　貸倒関連費用の抑制を図るため、平成20年３月３日付けで、以下の事項について合意書を締結しておりま

す。

①一部の債権を除いてＮＩＳグループ株式会社により営業貸付金及び破産更生債権等の全額が保証されます。

②平成20年３月１日から平成25年２月28日までの間に、現在または過去の顧客からの利息返還請求によって

過払金を返還した場合に、現実の支払分がＮＩＳグループ株式会社により補償されます。　

３. システム面、人材面、財務面等の支援

当社は、中小企業保証機構株式会社、中小企業ＩＴ支援機構株式会社及び中小企業人材機構株式会社より、

資金面、システム面、人材面など広範囲にわたる支援を受け、当社の経営体質を補強し、業績回復を早期に

達成する所存であります。

当面の資金調達手段として、日本振興銀行株式会社に当社貸出債権を譲渡して調達を行う計画であります。

また、その他の手段として、上記の支援会社等からの全面的資金援助を受けることとなっております。

なお、日本振興銀行株式会社を除く市中金融機関との取引は縮小するものの、長期的な視野に立脚し、友

好関係は維持できるよう努めてまいります。

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

　該当する事項はありません。



６．その他の情報

　営業収益の内訳

区　　分

第36期第１四半期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

融資事業 245,287 77.4

保証事業 69,423 21.9

業務委託手数料 1,139 0.4

預金利息 980 0.3

合計 316,830 100.0

＜融資事業＞

(1)営業収益の内訳

区　　分

第35期第１四半期

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

第36期第１四半期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

第35期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

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 41,649 6.3 4,811 2.0 86,004 4.2

受取利息 593,833 90.7 239,274 97.5 1,917,186 93.9

手形貸付 218 0.0 86 0.0 724 0.0

証書貸付 536,728 82.0 221,200 90.2 1,723,728 84.5

担保貸付 56,887 8.7 17,987 7.3 192,733 9.4

受取手数料 19,420 3.0 1,201 0.5 37,652 1.9

合計 654,903 100.0 245,287 100.0 2,040,842 100.0

(2)融資残高の内訳

区　　分

第35期第１四半期末

（平成19年６月30日）

第36期第１四半期末

（平成20年６月30日）

第35期末

（平成20年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

商業手形割引 1,463,220 11.4 152,675 4.6 164,707 2.8

営業貸付金 11,345,975 88.6 3,168,126 95.4 5,744,264 97.2

手形貸付 13,574 0.1 10,776 0.3 11,539 0.2

証書貸付 8,882,064 69.4 2,656,900 80.0 4,745,485 80.3

担保貸付 2,450,336 19.1 500,448 15.1 987,238 16.7

合計 12,809,196 100.0 3,320,802 100.0 5,908,971 100.0

＜保証事業＞

(1)営業収益の内訳

区　　分

第36期第１四半期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

受取保証料 41,265 59.4

証書貸付 37,728 54.3

担保貸付 3,537 5.1

受取手数料 28,157 40.6

合計 69,423 100.0

(2)保証残高の内訳

区　　分

第36期第１四半期末

（平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

証書貸付 3,220,566 88.6

担保貸付 414,092 11.4

合計 3,634,658 100.0



「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

 
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　営業収益   

１．受取割引料 41,649  

２．受取利息 593,833  

３．受取手数料 19,420  

４．預金利息 217 655,121

Ⅱ　営業費用   

１．借入金利息 104,891  

２．支払手数料 909 105,800

営業総利益  549,320

Ⅲ　販売費及び一般管理費  656,546

営業損失  87,226

Ⅳ　営業外収益  4,604

Ⅴ　営業外費用  1,714

経常損失  84,335

Ⅵ　特別利益  994

Ⅶ　特別損失  1,823

税引前四半期純損失  85,164

法人税、住民税及び事業税  31,505

四半期純損失  116,669

   



（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 △85,164

減価償却費 1,527

役員退職慰労引当金の増減額（減少:△） △43,470

賞与引当金の増減額（減少:△） 20,628

利息返還損失引当金の増減額（減少:△） 13,645

貸倒引当金の増減額（減少:△） 269,688

固定資産処分損 1,823

受取配当金 △248

支払利息 104,891

商業手形の増減額（増加:△） 143,783

営業貸付金の増減額（増加:△） 881,879

破産更生債権等の増減額（増加:△） △370,128

その他 45,787

小計 984,644

配当金の受取額 248

利息の支払額 △190,053

法人税等の支払額 △157,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 637,619

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 △124,812

定期預金の払戻による収入 124,471

有形固定資産の売却による収入 2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,908

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500,000

短期借入金の返済による支出 △550,000

関係会社短期借入れによる収入 1,800,000

関係会社短期借入金の返済による支出 △2,200,000

長期借入金の返済による支出 △446,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △896,670

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減額(減少:△) △257,141

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,208,403

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 951,262
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