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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 608 ― 253 ― 255 ― 164 ―
20年3月期第2四半期 953 △36.1 △1,640 ― △1,602 ― △2,607 ―

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2四半期 17.99 ―
20年3月期第2四半期 △284.44 ―

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2四半期 8,430 3,273 38.8 357.08
20年3月期 9,869 3,134 31.8 341.98

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,273百万円 20年3月期  3,134百万円

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,030 △37.9 10 ― 30 ― 30 ― 3.27

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、2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、2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2四半期  9,714,000株 20年3月期  9,714,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  547,780株 20年3月期  547,780株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  9,166,220株 20年3月期第2四半期  9,166,620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. 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。 
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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当第2四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題に端を発した金融市場の混乱の長期化
が世界的な景気減速をもたらし、さらに原油・原材料の高騰が企業収益に影響を及ぼすなど、先行不透明
感の拡がりから国内景気にも減速感が強まっております。 
企業金融事業については、昨今の不動産市況等を総合的に勘案し、融資基準を厳格化したことに伴い、

企業向け融資事業に係る営業貸付金残高は、期中73百万円減少し2,150百万円（前期末比3.3％減）となり
ました。 
消費者金融事業は、営業貸付金残高が期中1,212百万円減少し3,254百万円（前期末比27.1％減）となり

ました。 
以上の結果、営業収益につきましては608百万円（前年同期比36.2％減）となり、経常利益は255百万円

(前年同期は経常損失1,602百万円)、第2四半期純利益は164百万円(前年同期は中間純損失2,607百万円)と
なりました。 
  

当第２四半期末の総資産額は8,430百万円となり、前事業年度末と比較し1,439百万円減少いたしまし
た。主な要因は、営業貸付金の合計残高が1,286百万円減少したことなどによるものであります。 
負債合計は5,156百万円となり、前事業年度末と比較し1,578百万円減少いたしました。主な要因は、借

入金を1,108百万円返済したことなどによるものであります。 
純資産合計は3,273百万円となり、前事業年度と比較し138百万円増加いたしました。主な要因は、当四

半期純利益164百万円の計上による増加などであります。 
  

通期業績予想につきましては、高止まり状況にある利息返還請求をはじめ事業環境は依然として不透明
感が続くことから、現時点では、平成20年5月15日公表の予想値から変更ございません。変更がある場合
は速やかにお知らせいたします。 
  

  固定資産の減価償却費の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除去等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 
なお、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 
  

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。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成20年9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 1,339,674 1,583,255 

営業貸付金 5,405,632 6,692,084 

営業投資有価証券 119,856 119,856 

売掛金 112 － 

その他 133,724 177,482 

貸倒引当金 △455,063 △710,463 

流動資産合計 6,543,938 7,862,214 

固定資産 

有形固定資産 541,506 548,170 

無形固定資産 24,535 39,390 

投資その他の資産 

その他 1,358,182 1,487,673 

貸倒引当金 △38,148 △67,583 

投資その他の資産合計 1,320,034 1,420,089 

固定資産合計 1,886,076 2,007,650 

資産合計 8,430,014 9,869,864 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 － 256,000 

買掛金 65 － 

1年内返済予定の長期借入金 980,312 1,294,860 

未払法人税等 1,912 15,552 

その他 17,486 25,600 

流動負債合計 999,776 1,592,012 

固定負債 

長期借入金 754,124 1,292,312 

利息返還損失引当金 3,249,852 3,681,642 

役員退職慰労引当金 55,308 53,395 

退職給付引当金 24,479 23,236 

その他 73,381 92,587 

固定負債合計 4,157,145 5,143,173 

負債合計 5,156,922 6,735,186 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,867,860 1,867,860 

資本剰余金 1,408,930 1,803,518 

利益剰余金 164,909 △394,588 

自己株式 △199,910 △199,910 

株主資本合計 3,241,788 3,076,879 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 31,303 57,798 

評価・換算差額等合計 31,303 57,798 

純資産合計 3,273,092 3,134,678 

負債純資産合計 8,430,014 9,869,864 
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(2) 【四半期損益計算書】

 【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日) 

営業収益 

営業貸付金利息 558,391 

売上高 418 

その他の金融収益 2,326 

その他の営業収益 47,089 

営業収益合計 608,224 

営業費用 

金融費用 38,492 

売上原価 288 

その他の営業費用 316,058 

営業利益 253,385 

営業外収益 

有価証券利息 4,000 

受取配当金 1,760 

その他 4,384 

営業外収益合計 10,144 

営業外費用 

投資事業組合運用損 6,285 

その他 1,389 

営業外費用合計 7,675 

経常利益 255,854 

特別利益 

前期損益修正益 8,000 

貸倒引当金戻入額 1,200 

その他 52 

特別利益合計 9,252 

特別損失 

投資有価証券評価損 100,554 

特別損失合計 100,554 

税引前四半期純利益 164,552 

法人税、住民税及び事業税 478 

過年度法人税等戻入額 △835 

四半期純利益 164,909 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9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 164,552 

減価償却費 22,315 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △284,835 

受取利息及び受取配当金 △4,124 

支払利息 30,709 

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,286,451 

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △431,790 

その他 164,162 

小計 947,439 

利息及び配当金の受取額 4,677 

利息の支払額 △29,264 

法人税等の支払額 △16,148 

法人税等の還付額 835 

営業活動によるキャッシュ・フロー 907,539 

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 △112,000 

定期預金の払戻による収入 212,000 

その他 △42,168 

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,831 

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 △256,000 

長期借入金の返済による支出 △852,736 

配当金の支払額 △214 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,108,950 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,580 

現金及び現金同等物の期首残高 1,371,255 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,674 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

当社は、平成20年6月27日付で、資本準備金、利益準備金、別途積立金及びその他資本剰余金を減少
させ、欠損の填補を行っております。この結果、当第２四半期累計期間において、資本準備金が
387,719千円、利益準備金が92,169千円、別途積立金が2,613,000千円、その他資本剰余金が6,868千円
減少し、当第２四半期末において資本金が1,867,860千円、資本準備金が1,408,930千円、繰越利益剰余
金が164,909千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 （１）中間損益計算書 

 
  

「参考」

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ 営業貸付金利息 927,890

 ２ その他の金融収益 2,716

 ３ その他の営業収益 22,506

   営業収益合計 953,114 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ 投資原価 177,251

 ２ 金融費用 70,990

 ３ その他の営業費用

  (1) 広告宣伝費 5,616

  (2) 貸倒引当金繰入額 269,487

  (3) 役員退職慰労 
     引当金繰入額

2,511

  (4) 従業員給料賞与 57,024

  (5) 退職給付費用 1,278

  (6) 福利厚生費 12,132

  (7) 減価償却費 26,453

  (8) 賃借料 2,065

   (9) 支払手数料 28,235

  (10) 通信費 10,874

  (11) 利息返還損失 
    引当金繰入額

1,872,800

  (12) その他 56,999 2,345,480

   営業費用合計 2,593,722 272.1

    
   営業損失（△）

△1,640,608 △172.1

㈱さくらパートナー(8514)平成21年3月期　第2四半期決算短信

-8-



前中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅲ 営業外収益 39,414 4.1

Ⅳ 営業外費用 1,298 0.1

  経常損失（△） △1,602,493 △168.1

Ⅴ 特別利益 42,090 4.4

Ⅵ 特別損失 844,262 88.6

税引前中間純損失（△) △2,404,664 △252.3

法人税、住民税及び事業税 44,674

法人税等調整額 157,887 202,561 21.2

中間純損失（△） △2,607,225 △273.5
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 （２）中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １．税引前中間純損失（△） △2,404,664

 ２．減価償却費 26,453

 ３．貸倒引当金の減少額（△） △153,816

 ４．利息返還損失引当金の増加額 1,525,284

 ５．貸倒償却額 424,303

 ６．利息返還損失 135,265

 ７．受取利息及び配当金 △37,443

 ８．支払利息 62,941

 ９．投資有価証券評価損 774,719

１０．営業投資有価証券評価損 177,251

１１．営業貸付金の貸付額 △759,280

１２．営業貸付金の回収額 1,641,716

１３．投資有価証券の売却益 △16,090

１４．抱合せ株式消滅差益 △25,999

１５．抱合せ株式消滅差損 68,918

１６．その他 △123,060

    小計 1,316,498

１７．利息及び配当金の受取額 40,262

１８．利息の支払額 △61,239

１９．法人税等の支払額 △107,034

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,188,487

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １．投資有価証券の売却による収入 26,200

 ２．投資有価証券の取得による支出 △175,585

 ３．定期預金等の預入による支出 △141,000

 ４．定期預金等の満期による収入 216,000

 ５．その他 123,751

   投資活動によるキャッシュ・フロー 49,365
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前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １．短期借入の返済による支出 △1,200,000

 ２．短期借入による収入 900,000

 ３．長期借入の返済による支出 △1,023,990

 ４．長期借入による収入 100,000

 ５．配当金の支払額 △36,407

 ６．その他 △77

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,260,474

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額（△） △22,620

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,985,251

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 365,578

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,328,209
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