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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 1,992 ― △2,289 ― △2,288 ― △2,311 ―

20年3月期第2四半期 5,058 △31.2 147 △72.5 137 △75.1 △285 ―

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 △213.38 ―

20年3月期第2四半期 △26.34 ―

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 19,735 9,012 45.7 832.11
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2四半期  9,012百万円 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 ― 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 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 を御覧下さい。  

(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 を御覧下さい。  

(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2四半期  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2四半期  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2四半期  10,830,920株 20年3月期第2四半期  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）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 を御覧下さい。 
（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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済減退の影響による輸

出の鈍化や原材料価格上昇による企業収益の減少など企業部門の動きに弱さが見られ、さらに、米国発の世界的な金

融不安や株式・為替市場の変動など景気の先行きにも下振れリスクが存在するなど、景気の後退局面入りが懸念され

る状況となりました。 

 当貸金業界におきましても、国内景気の減速や企業業績の悪化等による債権不良化リスクの上昇など市場環境が厳

しさを増す中、利息制限法金利に対応した損益モデルの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が続いているなど、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、利息制限法金利に対応した損益構造への整備が進み、貸付金の回収金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を安定的に確保できる状態となっております。また、経常経費の削減及び流動性資

金の安定確保を達成したことにより、平成19年８月以降10ヶ月間停止していた貸付業務を平成20年６月より全支店に

おいて再開したほか、審査業務及び債権管理業務の本社集中化の実現を積極的に推し進めるなど、貸付リスクの縮減

と業務効率の向上によるコスト削減に継続して取り組んでおります。 

 当第２四半期累計期間における業績は、平成20年６月の貸付業務の再開により、貸出金残高の減少速度が当第２四

半期会計期間においてやや鈍化したものの減少は続いており、当第２四半期会計期間末の貸出金残高が19,828百万円

となったことなどから、当第２四半期累計期間の営業収益は1,992百万円となりました。一方、費用面では、金融機

関に対する借入金の約定返済により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236百万円となったほか、前事業年度において実施したリストラによる事業規模の縮小などにより人件費

をはじめとする経常経費が大幅に削減されましたが、過払い利息返還請求が依然として高止まりの推移を続けている

ことから当第２四半期会計期間末の利息返還損失引当金が3,172百万円となり、当第２四半期累計期間における当該

引当金繰入額が1,866百万円（当第２四半期会計期間において繰入額614百万円を計上）となったことなどから、販売

費及び一般管理費は4,046百万円となりました。 

 以上により、当第２四半期累計期間の損益は、営業損失2,289百万円、経常損失2,288百万円、四半期純損失2,311

百万円となりました。 

 なお、当第２四半期会計期間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4,235百万

円（顧客数4,571件、契約口数5,120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２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比5,238百万円減の19,735百万円となりました。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1,359百万円減）などの減少により流動資産が前事業年度末に比べて4,970百万円減少し、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215百万円減）等により固定資産が前事業年度末に

比べて267百万円減少したことによるものです。 

 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1,049百万円

減）、長期借入金（前事業年度末比1,759百万円減）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564百万円増）により、負債合計が前事業年度末比2,870百万円減の10,723百万円となり、当第２四半期会計期

間末の純資産は前事業年度末比2,367百万円減の9,012百万円、自己資本比率は45.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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1,708百万円となり、前

事業年度末に比べて393百万円減少いたしました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,613百万円の増加となりました。これは主に、税引前四半期純損失

2,305百万円となるものの、引当金の増減項目において利息返還損失引当金の増加564百万円となったほか、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4,101百万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、140百万円の増加となりました。これは主に、資産流動化スキーム終

了に伴う投資有価証券の償還による収入211百万円、固定資産の取得による支出78百万円によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、3,146百万円の減少となりました。これは、資金調達活動における短

期借入金及び長期借入金の返済による3,092百万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 

 当第２四半期会計期間末の利息返還損失引当金が想定額を大幅に下回ったことによる当該引当金繰入額の大幅な減

少が主たる要因となって、当第２四半期累計期間における業績は、営業損失、経常損失、四半期純損失のいずれの損

失額についても、平成20年11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」に記載のとおり、前回

予想数値（平成20年８月５日公表）から大幅に圧縮されました。 

 しかしながら、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しく、高止まりの状況が続いている過払い利息返還請求の

動向など、今後の業績に大きく影響する先行き不透明な要素もあり、平成21年３月期の通期業績予想につきまして

は、現時点において、平成20年８月５日公表の業績予想数値を変更しておりません。 

 なお、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 1,708,500 2,101,599

商業手形 256,436 169,230

営業貸付金 13,308,084 13,865,912

前払費用 43,361 58,649

信託受益権 3,014,227 6,113,006

未収収益 1,581,959 2,941,658

預け金 153,610 425,552

その他 309,318 107,199

貸倒引当金 △2,370,100 △2,807,100

流動資産合計 18,005,397 22,975,708

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,593,054 1,577,517

減価償却累計額 △880,318 △864,599

建物（純額） 712,736 712,918

構築物 － 8,084

減価償却累計額 － △5,720

構築物（純額） － 2,364

器具備品 176,896 175,089

減価償却累計額 △136,478 △156,711

器具備品（純額） 40,417 18,377

土地 570,458 570,458

有形固定資産合計 1,323,612 1,304,119

無形固定資産   

ソフトウエア 47,283 64,737

電話加入権 7,480 7,889

無形固定資産仮勘定 103,993 48,280

無形固定資産合計 158,757 120,906

投資その他の資産   

投資有価証券 15,157 230,445

出資金 5,240 5,240

破産更生債権等 2,031,595 1,934,494

長期前払費用 5,361 113,408

その他 65,739 72,267

貸倒引当金 △1,875,105 △1,782,736

投資その他の資産合計 247,988 573,119

固定資産合計 1,730,358 1,998,145

資産合計 19,735,756 24,973,854
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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) 

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 4,298,706 5,347,912

未払金 344,832 325,432

未払費用 51,779 60,032

未払法人税等 15,422 17,634

預り金 207,970 553,974

前受収益 5,796 4,267

賞与引当金 53,720 64,730

利息返還損失引当金 2,494,000 1,771,000

流動負債合計 7,472,228 8,429,309

固定負債   

長期借入金 2,163,266 3,922,546

繰延税金負債 3,568 4,917

退職給付引当金 354,758 337,790

役員退職慰労引当金 － 13,375

利息返還損失引当金 678,000 836,122

長期預り金 23,070 29,299

金利スワップ 5,408 11,158

その他 22,900 9,525

固定負債合計 3,250,972 5,164,734

負債合計 10,723,200 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 △2,195,729 169,555

利益剰余金合計 3,518,236 5,883,521

自己株式 △207,201 △207,201

株主資本合計 11,215,590 13,580,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,211 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 △2,203,034 △2,201,064

純資産合計 9,012,555 11,379,809

負債純資産合計 19,735,756 24,973,854
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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  

受取割引料 9,617

営業貸付金利息 1,433,073

預金利息 73

受取信託分配金 522,487

不動産賃貸収入 14,262

その他の営業収益 13,381

営業収益合計 1,992,894

営業費用  

借入金利息 126,223

その他の金融費用 104,464

不動産賃貸原価 5,884

営業費用合計 236,572

営業総利益 1,756,322

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 9,200

旅費及び交通費 7,272

通信費 15,156

貸倒引当金繰入額 1,312,789

利息返還損失引当金繰入額 1,866,519

役員報酬 19,636

給料手当及び賞与 361,162

賞与引当金繰入額 52,691

退職給付引当金繰入額 20,834

福利厚生費 74,204

債権管理費 21,723

租税公課 55,759

賃借料 46,092

減価償却費 18,404

支払手数料 94,554

その他 70,248

販売費及び一般管理費合計 4,046,250

営業利益又は営業損失（△） △2,289,928

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 188

少額資産売却収入 728

雑収入 143

営業外収益合計 1,073

営業外費用  

雑損失 29

営業外費用合計 29

経常利益又は経常損失（△） △2,288,884
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（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) 

特別損失  

固定資産除却損 4,776

減損損失 12,048

特別損失合計 16,825

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △2,305,709

法人税、住民税及び事業税 5,420

法人税等合計 5,420

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,311,129
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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又は税引前四半期純損失
（△）

△2,305,709

減価償却費 149,170

減損損失 12,048

固定資産除却損 4,776

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,010

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,968

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） △344,631

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 564,877

受取利息及び受取配当金 △273

支払利息 126,223

貸倒償却額 1,657,420

破産更生債権等の増減額（△は増加） △97,101

長期前払費用の増減額（△は増加） △948

未払消費税等の増減額（△は減少） 118

その他の流動資産の増減額（△は増加） △341,265

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,506

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,395

小計 △589,822

利息及び配当金の受取額 273

利息の支払額 △124,913

法人税等の支払額 △6,241

小計 △720,703

商業手形の割引による支出 △392,717

商業手形の回収による収入 292,971

営業貸付金の貸付による支出 △1,022,047

営業貸付金の回収による収入 5,223,062

営業貸付金の買戻による支出 △767,244

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,613,320

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の償還による収入 211,969

固定資産の取得による支出 △78,479

差入保証金の差入による支出 △15,000

差入保証金の回収による収入 21,228

その他の収入 300

投資活動によるキャッシュ・フロー 140,018

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） △284,325

長期借入金の返済による支出 △2,808,486

配当金の支払額 △53,626

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,146,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,099

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 1,708,500
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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たことにより、平成19年８月から停止していた貸付業務を平成

20年６月より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本社集中化の実現を積極的に推し進め

るなど、貸付リスクの縮減と業務効率の向上によるコスト削減に継続して取り組んでおります。 

 しかしながら、当第１四半期会計期間における利息返還請求が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１四半期会計期間末における利息返還損失引当金を3,150,000千円に積み

増し、当該引当金繰入額1,252,319千円を計上したことにより、当第１四半期累計期間の営業損失は 1,470,908

千円となりました。これにより、当社には、当第１四半期会計期間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した。 

 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、貸付金の回収金を以って新たな貸付の資金と借入金返済資金を負担し

ながら流動性資金を安定的に確保できる状態となっております。利息返還請求は当第２四半期会計期間において

も高止まりの状況が続いており、利息返還損失引当金繰入額614,200千円の計上等による営業損失819,020千円を

計上し、当第２四半期累計期間における営業損失は2,289,928千円となりましたが、当該返還利息の支払いによ

る資金支出には十分対応できており、また、今後における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支払い資金を捻出することが十分可能であるため、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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
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） 
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収益   5,058,888 100.0 

Ⅱ 営業費用   386,636 7.6 

営業総利益   4,672,251 92.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,525,196 89.5 

営業利益   147,055 2.9 

Ⅳ 営業外収益   1,411 0.0 

Ⅴ 営業外費用   11,087 0.2 

経常利益   137,380 2.7 

Ⅵ 特別利益   199,397 3.9 

Ⅶ 特別損失   605,726 12.0 

税引前中間純利益   △268,949 △5.3 

法人税、住民税及び事業税 16,371     

法人税等調整額 ― 16,371 0.3 

中間純利益   △285,321 △5.6 
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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   

税引前中間純損失 △268,949 

減価償却費 115,154 

固定資産売却損 16,752 

固定資産除却損 7,139 

賞与引当金の減少額 △123,760 

退職給付引当金の減少額 △283,228 

役員退職慰労引当金の減少額 △54,623 

貸倒引当金の増加額 41,684 

債務保証損失引当金の減少額 △3 

利息返還損失引当金の減少額 △553,639 

受取利息及び受取配当金 △3,461 

支払利息 261,523 

社債利息 6,185 

貸倒償却額 1,958,979 

破産更生債権等の増加額 △313,159 

長期前払費用の増加額 △521 

未払消費税等の増加額 110 

その他流動資産の増加額 △1,270,038 

その他流動負債の増加額 370,600 

その他固定負債の減少額 △1,611 

小計 △94,867 

利息及び配当金の受取額 3,542 

利息の支払額 △234,642 

法人税等の支払額 △326,141 

小計 △652,108 

商業手形の割引による支出 △2,174,306 

商業手形の回収による収入 3,773,969 

営業貸付金の貸付による支出 △6,429,206 

営業貸付金の回収による収入 12,716,501 

営業貸付金の買戻による支出 △1,463,302 

営業貸付金の譲渡による収入 1,205,029 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,976,575 
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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） 

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 

定期預金の払戻による収入 10,000 

投資有価証券の償還等による収入 17,678 

固定資産の取得による支出 △14,782 

固定資産の売却による収入 2,632 

その他投資による支出 △11,549 

その他投資による収入 40,469 

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,448 

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 △4,970,474 

長期借入金の返済による支出 △10,183,295 

社債の償還による支出 △500,000 

配当金の支払額 △229 

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,653,999 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △8,635,975 

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中間期末残高 1,188,200 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

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） 

 当社は、当中間会計期間において、グレーゾーン金利の廃止及び過払い利息返還請求の増加等に起因する業界

の先行き不安から金融機関の融資姿勢に慎重さが高まり、資金調達が困難な状況にあります。この状況は、今後

の貸付業務に支障を来たし、収益増加の妨げとなるほか、借入金の返済額が貸付金の回収額を上回る状況が継続

することにより、運転資金が欠如し、金融機関からの借入金返済条項の履行が危ぶまれることから、継続企業の

前提に重要な疑義が生じております。 

 当社は、当該状況を解消すべく今後の資金計画を盛り込んだ新中期経営計画を策定しており、当該計画に基づ

く改善策を着実に推し進めております。 

 １．経常経費の削減 

 当社は、平成19年８月31日開催の取締役会において、希望退職者募集による大規模な人員削減を決定し、平

成19年10月15日付で実施致しました。これにより、平成19年10月末の従業員数は124名（自己都合退職予定者

を除く。）、店舗数は９店舗となり、閉鎖した店舗において管理されていた営業債権については存続９店舗に

移管して継続管理しており、新中期経営計画に対応した人員構成に整備され、人件費を含む営業経費等の大幅

な削減が図れました。 

 ２．流動性資金の確保 

 当社は、貸付金の回収額と借入金の返済額をバランスさせることを目的に、全借入先金融機関に対して金融

支援（借入金約定返済元金の軽減による返済期限の延長）を要請致しました。平成19年12月21日現在において

全38先中27先（うち24先は約定変更契約締結済）については当該金融支援の応諾を得ております。なお、各金

融機関の応諾の可否に関らず、平成19年10月以後の約定返済は当該金融支援要請に基づく返済を行っておりま

すが、従前の約定返済が履行されないことにより期限の利益を喪失したことをもって、借入金の一括返済を求

めている金融機関はありません。また、合意に至っていない金融機関が今後到来する約定返済日に一括返済を

求め、当社がそれに応じて当該金融機関からの借入金残元本（１年以内返済予定の長期借入金1,885百万円、

長期借入金448百万円）を全額決済したとしても、それ以後の資金計画に重要な影響を与えることはなく、通

常の運転資金が欠如することはありません。 

 以上により、当社の中間財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表に反映しておりません。 
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６．貸出金及び営業収益の明細表 

（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 18,671,995千円   当四半期末 4,235,190千円   前期末 11,931,170千円 

  

 （１）貸出金  

項目 

前年同四半期末 
（平成20年３月期 
 第２四半期末） 

当四半期末 
（平成21年３月期 
 第２四半期末） 

（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 
623,380 1.5 268,677 1.4 191,657 0.7 

(28,765) 0.1 (12,241) 0.0 (22,427) 0.1 

  無担保貸付 信用貸付 26,293,054 64.1 11,914,678 60.1 17,464,861 62.6 

    保証人付貸付 7,435,381 18.1 3,579,002 18.0 5,190,506 18.6 

  小計 33,728,435 82.2 15,493,680 78.1 22,655,367 81.2 

  有担保貸付 不動産 6,635,618 16.2 4,053,801 20.4 5,027,342 18.0 

    有価証券 36,172 0.1 12,471 0.1 23,733 0.1 

    その他 3,000 0.0 ― ― ― ― 

  小計 6,674,790 16.3 4,066,273 20.5 5,051,075 18.1 

  営業貸付金  計 
40,403,226 98.5 19,559,953 98.6 27,706,443 99.3 

(1,581,886) 3.8 (2,016,677) 10.2 (1,909,360) 6.8 

合計 
41,026,607 100.0 19,828,630 100.0 27,898,100 100.0 

(1,610,651) 3.9 (2,028,918) 10.2 (1,931,787) 6.9 

（２）営業収益  

項目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第２四半期累計期間） 

当四半期 
（平成21年３月期 

第２四半期累計期間） 

（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 150,585 3.0 9,617 0.5 161,300 2.0 

  無担保貸付 信用貸付 1,252,198 24.8 868,817 43.6 1,934,182 23.6 

    保証人付貸付 507,595 10.0 242,277 12.2 786,256 9.6 

  小計 1,759,793 34.8 1,111,094 55.8 2,720,438 33.2 

  有担保貸付 不動産 573,467 11.3 320,481 16.1 1,002,874 12.3 

    有価証券 4,248 0.1 1,496 0.0 7,034 0.1 

    会員権 36 0.0 － － 36 0.0 

    その他 212 0.0 － － 205 0.0 

  小計 577,965 11.4 321,978 16.1 1,010,150 12.4 

  営業貸付金利息計 2,337,759 46.2 1,433,073 71.9 3,730,588 45.6 

 受取信託分配金 2,445,084 48.3 522,487 26.2 4,194,399 51.3 

 匿名組合分配金 70,137 1.4 － － － － 

 その他 55,322 1.1 27,717 1.4 93,852 1.1 

合計 5,058,888 100.0 1,992,894 100.0 8,180,142 100.0 
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