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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 3,351 ― 1,776 ― 1,779 ― 990 ―

20年3月期第2四半期 2,953 24.2 1,599 27.1 1,589 26.1 851 18.3

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 9,008.23 ―

20年3月期第2四半期 7,949.23 ―

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 61,357 16,299 26.6 148,283.56
20年3月期 58,878 15,474 26.3 140,775.32

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  16,299百万円 20年3月期  15,474百万円

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  有  

平成20年５月８日発表の配当予想を修正し、本日平成20年11月５日付で「剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。  

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 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年3月期 ― 1,650.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,500.00 3,150.00

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  有  

平成20年５月８日発表の業績予想を修正し、本日平成20年11月５日付で「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。  

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

通期 6,390 3.5 3,341 0.2 3,344 0.5 1,860 0.2 16,925.54

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2四半期 109,935株 20年3月期 109,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 15株 20年3月期 15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 109,920株 20年3月期第2四半期 107,133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、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、実際の業績はこれらの
予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、２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ご覧ください。 
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。  



【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（６ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の影響が広がりを見せて

おり、米国における大手証券会社の破綻、株価の下落等、国内外における金融市場の混乱が一層深刻化してきており

ます。加えて、原材料価格の高騰も依然として続いており、輸出や生産の減少、企業業績や個人消費の伸び悩み等、

景気は後退局面に入っております。

足元の状況におきましても、金融市場の混乱に起因した不動産投資マネーの収縮や、改正建築基準法の影響等が表

面化し、不動産市況は急激に悪化、それに伴う大手不動産関連企業等の倒産が相次ぐ等、不動産金融市場の先行きは

引き続き予断を許さない状況にあります。

このような環境の下、当社におきましては、前事業年度に引き続き不動産業者向け貸付に対する警戒感は強めつつ、

一般事業者等のエンドユーザー向け貸付に注力したこと等により、当第２四半期会計期間末における営業貸付金残高

は、前事業年度末の55,133,012千円から3,026,879千円（5.5％）増加の58,159,892千円と堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第２四半期累計期間（６ヶ月）における営業収益は3,351,277千円、営業利益は1,776,411千円、経

常利益は1,779,074千円、四半期純利益は990,185千円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の総資産は、61,357,712千円となり、前事業年度末に比べて2,479,295千円増加いたしました。これ

は主として、営業貸付金が前事業年度末の55,133,012千円から3,026,879千円増加の58,159,892千円となったこと等に

よるものであります。

一方、当第２四半期会計期間末の負債は45,058,383千円となり、前事業年度末に比べて1,653,989千円増加いたしま

した。これは主として、短期借入金が前事業年度末に比べて455,768千円の減少、未払法人税等が前事業年度末に比べ

て108,216千円の減少、長期借入金が前事業年度末に比べて1,579,687千円の減少となったものの、１年内返済予定の

長期借入金が前事業年度末に比べて3,343,910千円の増加、コマーシャル・ペーパーが前事業年度末に比べて500,105

千円の増加となったこと等によるものであります。

なお、純資産は前事業年度末比825,305千円増加の16,299,329千円となり、自己資本比率は26.6％と0.3ポイント改

善いたしました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期累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、前事業年度末に比べて

636,326千円減少し、1,269,782千円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前四半期純利益を1,779,229千円計上したものの、営業貸付金が

3,026,879千円増加したこと及び法人税等の支払い919,959千円による資金の減少が主たる要因となり、2,280,630千円

の減少となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出が1,120千円、その他投資活動による収

入が1,378千円あったことにより、258千円の増加となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入れによる収入3,040,000千円と短期借入金の返済による支出

3,495,768千円により資金が455,768千円減少したものの、長期借入れによる収入10,645,768千円と長期借入金の返済

による支出8,881,545千円により資金が1,764,222千円増加したこと及びコマーシャル・ペーパーの発行による収入

3,000,105千円とコマーシャル・ペーパーの償還による支出2,500,000千円により資金が500,105千円増加したことによ

り、1,644,045千円の増加となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

当第２四半期累計期間の営業収益は、当初計画を上回って推移いたしましたが、下期につきましては不動産市況の

悪化と金融市場の混乱を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月８日付、当社「平成20年３月期決算

短信」にて公表いたしました平成21年３月期の通期業績予想を修正しております。詳しくは、本日別途公表いたしま

した「平成21年３月期　業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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２四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　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、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。

（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

　①　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。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

販売用不動産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個

別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定して

おります。

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ43,458千

円減少しております。
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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 1,269,782 1,906,109

営業貸付金 58,159,892 55,133,012

販売用不動産 371,467 303,129

前払費用 89,068 89,274

繰延税金資産 198,090 172,097

その他 141,633 95,771

貸倒引当金 △116,200 △71,300

流動資産合計 60,113,735 57,628,094

固定資産   

有形固定資産 656,229 667,560

無形固定資産 27,364 36,030

投資その他の資産   

破産債権、更生債権等 33,702 10,423

その他 549,981 546,506

貸倒引当金 △23,300 △10,200

投資その他の資産合計 560,383 546,730

固定資産合計 1,243,976 1,250,322

資産合計 61,357,712 58,878,417

負債の部   

流動負債   

短期借入金 2,954,000 3,409,768

1年内返済予定の長期借入金 16,138,140 12,794,230

コマーシャル・ペーパー 1,494,348 994,242

未払金 69,751 107,603

未払費用 58,038 58,803

未払法人税等 835,220 943,437

預り金 69,963 74,903

前受収益 220,315 241,851

賞与引当金 23,290 18,970

利息返還損失引当金 31,800 32,600

その他 100 6,000

流動負債合計 21,894,968 18,682,408

固定負債   

長期借入金 22,265,030 23,844,717

退職給付引当金 11,057 9,040

役員退職慰労引当金 885,400 866,900

その他 1,926 1,326

固定負債合計 23,163,414 24,721,984

負債合計 45,058,383 43,404,393



（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 2,307,848 2,307,848

利益剰余金 13,992,731 13,167,425

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 16,299,329 15,474,023

純資産合計 16,299,329 15,474,023

負債純資産合計 61,357,712 58,878,417



（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 2,951,212

その他の営業収益 400,064

営業収益合計 3,351,277

営業費用  

金融費用 679,113

売上原価 119,558

その他の営業費用 776,194

営業費用合計 1,574,866

営業利益 1,776,411

営業外収益  

受取利息 1,242

雑収入 1,420

営業外収益合計 2,662

経常利益 1,779,074

特別利益  

償却債権取立益 155

特別利益合計 155

税引前四半期純利益 1,779,229

法人税、住民税及び事業税 822,666

法人税等調整額 △33,622

法人税等合計 789,043

四半期純利益 990,185



（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 1,779,229

減価償却費 21,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,320

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,017

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,500

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △800

受取利息 △1,242

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,026,879

破産更生債権等の増減額（△は増加） △23,278

販売用不動産の増減額（△は増加） △68,338

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,656

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,816

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△10,923

その他の資産の増減額（△は増加） △45,535

その他の負債の増減額（△は減少） △58,939

小計 △1,361,913

利息の受取額 1,242

法人税等の支払額 △919,959

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,280,630

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,120

その他 1,378

投資活動によるキャッシュ・フロー 258

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 3,040,000

短期借入金の返済による支出 △3,495,768

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 3,000,105

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △2,500,000

長期借入れによる収入 10,645,768

長期借入金の返済による支出 △8,881,545

配当金の支払額 △164,514

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,644,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △636,326

現金及び現金同等物の期首残高 1,906,109

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,269,782



　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

　該当事項はありません。

（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

科目

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）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益  2,953,750 100.0

Ⅱ　営業費用  1,354,278 45.8

営業利益  1,599,472 54.2

Ⅲ　営業外収益  2,123 0.0

Ⅳ　営業外費用  11,721 0.4

経常利益  1,589,874 53.8

Ⅴ　特別利益  395 0.0

Ⅵ　特別損失  685 0.0

税引前中間純利益  1,589,584 53.8

法人税、住民税及び事業税 776,629   

法人税等調整額 △38,670 737,959 25.0

中間純利益  851,625 28.8
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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  

税引前中間純利益 1,589,584

減価償却費 20,535

貸倒引当金の増加額 10,500

賞与引当金の増加額 4,201

退職給付引当金の増加額 1,432

役員退職慰労引当金の増加額 17,750

利息返還損失引当金の増加額 1,100

株式交付費 11,721

固定資産除却損 402

固定資産売却損 182

会員権売却損 100

受取利息 △1,281

営業貸付金の増加額 △8,832,046

破産更生債権等の減少額 2,639

販売用不動産の減少額 25,660

長期前払費用の減少額 8,578

未払消費税等の増加額 2,086

未払法人税等(外形標準課税)の減少額 △7,433

その他資産の減少額 6,710

その他負債の増加額 105,887

小計 △7,031,687

利息の受取額 1,281

法人税等の支払額 △707,277

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,737,683

－ 3 －



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  

有形固定資産の売却による収入 2,000

有形固定資産の取得による支出 △17,225

無形固定資産の取得による支出 △3,368

会員権の売却による収入 1,000

その他 314

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,279

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 2,837,300

短期借入金の返済による支出 △2,771,792

コマーシャルペーパーの発行による収入 2,497,278

コマーシャルペーパーの償還による支出 △1,500,000

長期借入れによる収入 12,771,538

長期借入金の返済による支出 △7,013,552

株式の発行による収入 432,638

配当金の支払額 △284,911

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,968,499

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △786,463

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,574,625

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,788,161

－ 4 －
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