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1.  20年8月期の業績（平成20年4月1日～平成20年8月31日） 

平成20年8月26日開催の当社臨時株主総会におきまして「定款一部変更の件」が承認可決されたことに伴い、3月期決算から8月期決算に決算期が変更となった結果、
第36期は5ヶ月決算となるため、対前期増減率の表示は省略しております。  

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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8月期 495 ― △189 ― △183 ― △312 ―

20年3月期 2,041 △18.1 △744 ― △738 ― △1,187 ―

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 営業収益営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年8月期 △20.31 ― △81.4 △2.5 △38.3

20年3月期 △200.46 ― △240.8 △5.9 △36.4

（参考） 持分法投資損益 20年8月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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8月期 4,300 227 5.3 14.77
20年3月期 10,319 540 5.2 35.13

（参考） 自己資本   20年8月期  227百万円 20年3月期  540百万円

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8月期 3,478 △383 △4,121 151
20年3月期 5,710 △77 △5,663 1,177

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

20年8月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年8月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ――― ― ―――

3.  21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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）

決算期変更に伴い対前期（対前年同四半期）増減率は表示を省略しております。  

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 725 ― 206 ― 208 ― 267 ― 17.41
通期 1,800 ― 387 ― 392 ― 337 ― 21.92



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

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） 20年8月期  15,739,000株 20年3月期  15,739,000株

② 期末自己株式数 20年8月期  357,000株 20年3月期  357,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、3ページ
をご覧下さい。 
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４【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,514,746 225,600

商業手形 164,707 ※1  420,692

営業貸付金 5,744,264 551,893

貯蔵品 2,020 959

前払費用 7,483 3,904

未収収益 33,093 498

未収入金 － 62,290

関係会社未収入金 － 2,009,863

その他 96,559 9,562

貸倒引当金 △17,302 △185,847

流動資産合計 7,545,572 3,099,416

固定資産   

有形固定資産   

建物 338,489 251,241

減価償却累計額 △226,565 △175,310

建物（純額） 111,924 75,931

構築物 1,983 1,983

減価償却累計額 △1,983 △1,983

構築物（純額） － －

器具備品 25,914 24,445

減価償却累計額 △25,914 △24,044

器具備品（純額） － 400

土地 348,783 265,198

有形固定資産合計 460,708 341,530

無形固定資産   

ソフトウエア 212 192

電話加入権 224 224

無形固定資産合計 436 416

投資その他の資産   

投資有価証券 101,234 814,313

破産更生債権等 2,240,646 65,526

長期前払費用 469 339

その他 6,815 9,511

貸倒引当金 △36,248 △30,614

投資その他の資産合計 2,312,917 859,076

固定資産合計 2,774,062 1,201,024

資産合計 10,319,635 4,300,440



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※3  1,200,000 ※2  1,400,000

関係会社短期借入金 ※3  3,600,000 －

1年以内返済予定の長期借入金 ※3  1,723,520 ※3  1,144,920

未払金 81,812 42,276

未払費用 16,477 5,596

未払法人税等 203,967 2,732

預り金 3,251 2,158

前受収益 3,695 1,018,110

債務保証損失引当金 － 48,659

修繕引当金 － 20,000

賞与引当金 14,209 －

その他 1,829 1,418

流動負債合計 6,848,762 3,685,873

固定負債   

長期借入金 ※3  246,780 ※3  104,330

役員退職慰労引当金 8,015 7,614

利息返還損失引当金 19,417 5,479

関係会社長期未払保証料 2,648,545 263,178

繰延税金負債 1,437 1,823

その他 6,303 4,834

固定負債合計 2,930,498 387,258

負債合計 9,779,261 4,073,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,126,399 1,126,399

資本剰余金   

資本準備金 1,114,599 1,114,599

資本剰余金合計 1,114,599 1,114,599

利益剰余金   

利益準備金 50,420 50,420

その他利益剰余金   

別途積立金 1,325,698 1,325,698

繰越利益剰余金 △2,976,169 △3,288,582

利益剰余金合計 △1,600,050 △1,912,463

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 539,711 227,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 662 10

評価・換算差額等合計 662 10

純資産合計 540,373 227,308

負債純資産合計 10,319,635 4,300,440



②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業収益   

受取割引料 86,004 6,649

受取利息 1,917,186 297,623

受取保証料 － 126,716

受取手数料 37,652 64,387

預金利息 1,131 271

営業収益合計 2,041,973 495,647

営業費用   

借入金利息 345,575 83,625

支払保証料 － 143,964

支払手数料 4,251 816

営業費用合計 349,827 228,406

営業総利益 1,692,146 267,241

販売費及び一般管理費   

役員報酬 37,744 13,721

給料及び手当 380,267 96,781

福利厚生費 53,408 11,750

賞与引当金繰入額 14,209 －

採用・研修費 829 104

審査費 14,271 5,621

債権管理費 2,133 963

営業費 5,463 1,300

旅費及び交通費 19,852 8,907

通信費 11,834 5,060

貸倒引当金繰入額 1,205,318 182,821

貸倒損失 － 396

支払保証料 72,200 －

債務保証損失引当金繰入額 － 48,659

利息返還損失引当金繰入額 442,025 －

事務用品・消耗品費 3,892 1,378

地代家賃 43,832 3,480

減価償却費 3,588 1,439

租税公課 32,047 8,621

修繕引当金繰入額 － 20,000

その他 93,420 45,861

販売費及び一般管理費合計 2,436,338 456,870

営業損失（△） △744,192 △189,629



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業外収益   

受取配当金 321 164

不動産賃貸料 16,198 7,251

雑収入 584 2,997

営業外収益合計 17,104 10,413

営業外費用   

不動産賃貸費用 6,797 4,275

株式交付費 4,950 －

雑損失 126 0

営業外費用合計 11,873 4,275

経常損失（△） △738,960 △183,490

特別利益   

償却債権回収収益 5,066 784

前期損益修正益 － ※1  1,681

賞与引当金戻入額 － 14,209

利息返還損失引当金戻入額 － 13,938

特別利益合計 5,066 30,612

特別損失   

固定資産処分損 ※2  1,823 ※2  47,349

減損損失 ※3  12,069 －

投資有価証券評価損 － 2,495

構造改善費用 ※4  63,360 326

債権売却損 100,290 100,354

特別損失合計 177,543 150,525

税引前当期純損失（△） △911,437 △303,403

法人税、住民税及び事業税 275,684 9,009

法人税等合計 275,684 9,009

当期純損失（△） △1,187,122 △312,412



③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 482,900 1,126,399

当期変動額   

新株の発行 643,499 －

当期変動額合計 643,499 －

当期末残高 1,126,399 1,126,399

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 471,100 1,114,599

当期変動額   

新株の発行 643,499 －

当期変動額合計 643,499 －

当期末残高 1,114,599 1,114,599

資本剰余金合計   

前期末残高 471,100 1,114,599

当期変動額   

新株の発行 643,499 －

当期変動額合計 643,499 －

当期末残高 1,114,599 1,114,599

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 50,420 50,420

当期末残高 50,420 50,420

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,325,698 1,325,698

当期末残高 1,325,698 1,325,698

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,789,047 △2,976,169

当期変動額   

当期純損失（△） △1,187,122 △312,412

当期変動額合計 △1,187,122 △312,412

当期末残高 △2,976,169 △3,288,582

利益剰余金合計   

前期末残高 △412,928 △1,600,050

当期変動額   

当期純損失（△） △1,187,122 △312,412

当期変動額合計 △1,187,122 △312,412

当期末残高 △1,600,050 △1,912,463



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

自己株式   

前期末残高 △101,236 △101,236

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △101,236 △101,236

株主資本合計   

前期末残高 439,835 539,711

当期変動額   

新株の発行 1,286,998 －

当期純損失（△） △1,187,122 △312,412

当期変動額合計 99,875 △312,412

当期末残高 539,711 227,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,752 662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,089 △652

当期変動額合計 △5,089 △652

当期末残高 662 10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,752 662

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,089 △652

当期変動額合計 △5,089 △652

当期末残高 662 10

純資産合計   

前期末残高 445,587 540,373

当期変動額   

新株の発行 1,286,998 －

当期純損失（△） △1,187,122 △312,412

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,089 △652

当期変動額合計 94,786 △313,065

当期末残高 540,373 227,308



④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △911,437 △303,403

減価償却費 6,293 2,468

減損損失 12,069 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,873,368 162,911

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △332,591 △13,938

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,939 △14,209

役員退職慰労引当金の増減額 △43,470 △401

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 48,659

修繕引当金の増減額（△は減少） － 20,000

関係会社長期未払保証料の増減額（△は減少） 2,648,545 △2,385,366

固定資産処分損益（△は益） 1,823 47,349

受取配当金 △321 △164

支払利息 345,575 83,625

株式交付費 4,950 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,495

商業手形の増減額（△は増加） 1,442,296 △255,984

営業貸付金の増減額（△は増加） 6,483,590 5,192,370

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,368,698 2,175,120

関係会社未収入金の増減額（△は増加） － △2,009,863

前受収益の増減額（△は減少） － 1,014,415

その他 △19,481 △3,309

小計 6,376,834 3,762,776

配当金の受取額 321 164

利息の支払額 △430,910 △77,660

法人税等の支払額 △236,207 △206,855

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,710,038 3,478,425

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 △334,519 △158,219

定期性預金の払戻による収入 333,226 421,478

有形固定資産の取得による支出 － △460

有形固定資産の売却による収入 2,250 69,839

無形固定資産の取得による支出 △240 －

投資有価証券の取得による支出 △78,300 △715,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,582 △383,261



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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 1,350,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,700,000 △1,200,000

関係会社短期借入れによる収入 4,300,000 －

関係会社短期借入金の返済による支出 △9,100,000 △3,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,795,080 △721,050

株式の発行による収入 1,282,048 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,663,032 △4,121,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,576 △1,025,886

現金及び現金同等物の期首残高 1,208,403 1,177,826

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,177,826 ※1  151,940
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