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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）当社は、平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 3,150 ― △11,575 ― △11,568 ― △11,157 ―

20年3月期第2四半期 8,518 ― △6,007 ― △6,012 ― △5,642 ―

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 △101.53 ―

20年3月期第2四半期 △51.34 ―

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 64,893 20,136 31.0 183.24
20年3月期 108,874 31,310 28.8 284.92

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,136百万円 20年3月期  31,310百万円

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月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 4,800 △67.3 △15,900 ― △15,900 ― △16,000 ― △145.60

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、3ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社エコバンコ ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  114,107,446株 20年3月期  114,107,446株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,217,812株 20年3月期  4,217,556株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  109,889,700株 20年3月期第2四半期  109,890,320株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した金融不安の高まりに

より、景気後退が鮮明化されてきました。 

当連結グループにつきましては、出資法の上限金利の引下げ及び利息返還請求等の影響により、厳しい経営環

境下にありますが、事業構造の変革及び財務の健全性を最重要課題と位置付け、債権ポートフォリオの再構築を

推進してまいりました。  

この結果、当第2四半期連結会計期間末の貸出金残高は76,330百万円(前連結会計年度末比20,680百万円減)と

なりました。なお、その内訳につきましては、商業手形が14,899百万円（前連結会計年度末比5,632百万円

減）、営業貸付金が61,430百万円（前連結会計年度末比15,047百万円減）であります。 

損益につきましては、当第2四半期連結累計期間の営業収益は3,150百万円（前年同期比5,367百万円減）、営

業損失は11,575百万円（前年同期は営業損失6,007百万円）、経常損失は11,568百万円（前年同期は経常損失

6,012百万円）となり、四半期純損失は、特別損益に賃貸用設備のうち「カーサグラン西川口」・「カーサグラ

ン五反田」を売却したことにより、固定資産売却益61百万円及び固定資産処分損66百万円を計上し、加えて、

「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の一部買入消却5,272百万円を行ったことにより、新株

予約権付社債消却益421百万円の計上をしたこともあって、11,157百万円（前年同期は四半期純損失5,642百万

円）となりました。 

  

事業別の業績は、次のとおりであります。 

  

（1）商業手形の割引及び貸付に係る事業 

当社が展開しております当該事業につきましては、当第2四半期累計期間の経営成績は、営業収益3,106百

万円、営業損失11,564百万円となりました。 

  

（2）賃貸保証業務に係る事業 

当社の連結子会社である株式会社エムキャットが展開しております当該事業につきましては、当第2四半

期累計期間の経営成績は、営業収益44百万円、営業損失3百万円となりました。 

  

（3）オール電化製品の販売に係る事業 

当社の連結子会社である株式会社エコバンコは、平成20年9月1日に設立され、平成20年10月1日より営業

を始めております。従いまして、当第2四半期連結累計期間の業績に与える影響は軽微であります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

①資産の部 

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は64,893百万円となり、前連結会計年度末に比べ43,980百万円

減少しました。 

資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、債権ポートフォリオの再構築により、貸出金が

20,680百万円、受取手形が772百万円減少したことや、借入金の返済に伴い、現金及び預金が9,171百万円

並びに預け金9,020百万円が減少したこと、また、有形固定資産の売却により有形固定資産768百万円が減

少したことによるものであります。 

②負債の部 

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は44,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ32,806百万円

減少しました。 

負債減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、貸出金の減少に伴い借入金が23,948百万円減少した

こと、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の一部買入消却5,272百万円を行ったこと

によるものであります。 

③純資産の部 

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は20,136百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,173百万

円減少しました。 

純資産の減少の主な要因は、四半期純損失11,157百万円の計上によるものであります。 

  



（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、6,082百万円となり、前連結会計年度末比9,172百万

円減少いたしました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果増加した資金は688百万円となりました。この主な要因は、債権ポートフォリオの再構

築による商業手形及び営業貸付金の減少や預け金の減少並びに貸倒引当金の増加等の増加要因が、債権流

動化による借入金の減少や係争関係損失引当金の減少及び税金等調整前四半期純損失等の減少要因を上回

ったことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果増加した資金は746百万円となりました。この主な要因は、支店統廃合による敷金の戻

りや有形固定資産の売却に係る増加要因が、ソフトウェア開発費等の減少要因を上回ったことによるもの

であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は10,607百万円となりました。この主な要因は、貸出金の減少に伴う借入

金の返済によるもののほか、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の一部買入消却によ

るものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間に、昨今の金融市場環境の更なる悪化により、中小企業の経営悪化が一層危惧され

る状況を踏まえ、債権の回収可能性を厳格に見積もった結果、貸倒引当金の積増しを行っております。この結

果、当第3四半期に、一層の経営資源の効率化を図るため、希望退職者の募集及び店舗統廃合を行います。 

これらの要因を考慮し、平成20年10月21日に公表しました通期の業績予想を修正いたします。なお、当該業績

予想の修正の詳細につきましては、本日平成20年11月7日公表の「平成21年3月期第2四半期業績予想および通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

平成20年9月1日に当社全額出資による子会社（株式会社エコバンコ）を設立しております。  

なお、業績に与える影響は軽微であります。  

※子会社の概要 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

(3) 四半期連結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 

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

１．商号  株式会社エコバンコ  

２．資本の額  20百万円  

３．主な事業内容  オール電化製品の販売 

４．設立日 平成20年9月1日 



５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,383 15,554

預け金 10,951 19,972

受取手形 873 1,645

商業手形 14,899 20,531

営業貸付金 61,430 76,478

その他 601 766

貸倒引当金 △36,741 △33,553

流動資産合計 58,398 101,395

固定資産   

有形固定資産 5,477 6,246

無形固定資産 86 0

投資その他の資産 930 1,231

固定資産合計 6,495 7,478

資産合計 64,893 108,874

負債の部   

流動負債   

短期借入金 19,300 38,574

1年以内返済予定の長期借入金 1,882 5,843

1年以内償還予定の新株予約権付社債 4,228 －

未払法人税等 144 193

賞与引当金 50 55

係争関係損失引当金 6,826 7,466

その他 1,607 2,524

流動負債合計 34,040 54,656

固定負債   

転換社債 408 408

新株予約権付社債 － 9,500

長期借入金 － 714

退職給付引当金 88 65

係争関係損失引当金 10,158 12,127

その他 62 92

固定負債合計 10,716 22,907

負債合計 44,757 77,564



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,195 59,609

資本剰余金 － 10,938

利益剰余金 △11,547 △35,381

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 20,517 32,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46 △29

土地再評価差額金 △335 △696

評価・換算差額等合計 △381 △726

純資産合計 20,136 31,310

負債純資産合計 64,893 108,874



(2)四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(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 618

営業貸付金利息 2,377

手数料収入 29

その他の営業収益 124

営業収益合計 3,150

営業費用  

金融費用 607

その他の営業費用 200

営業費用合計 808

営業総利益 2,342

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 766

貸倒引当金繰入額 9,548

係争関係損失引当金繰入額 1,717

その他 1,884

販売費及び一般管理費合計 13,917

営業損失（△） △11,575

営業外収益  

受取配当金 3

雑収入 7

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 3

雑損失 1

営業外費用合計 4

経常損失（△） △11,568

特別利益  

固定資産売却益 61

新株予約権付社債消却益 421

特別利益合計 483

特別損失  

固定資産処分損 66

投資有価証券売却損 0

特別損失合計 66

税金等調整前四半期純損失（△） △11,151

法人税、住民税及び事業税 5

四半期純損失（△） △11,157



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △11,151

減価償却費及びその他の償却費 203

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,187

賞与引当金の増減額（△は減少） △4

係争関係損失引当金の増減額（△は減少） △2,609

受取配当金 △3

支払利息 3

固定資産売却損益（△は益） 5

投資有価証券売却損益（△は益） 0

新株予約権付社債消却益 △421

預け金の増減額（△は増加） 9,020

受取手形の増減額（△は増加） 772

商業手形の増減額（△は増加） 5,632

営業貸付金の増減額（△は増加） 15,047

その他の流動資産の増減額（△は増加） 165

商業手形流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△2,094

手形債権流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△16,097

その他の営業活動による増減額（△は減少） △828

小計 827

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △3

特別退職金の支払額 △79

法人税等の支払額 △58

営業活動によるキャッシュ・フロー 688

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 △300

定期性預金の払戻による収入 300

有形固定資産の取得による支出 △11

有形固定資産の売却による収入 623

無形固定資産の取得による支出 △107

投資有価証券の取得による支出 △7

投資有価証券の売却による収入 0

その他の投資活動による増減額（△は減少） 251

投資活動によるキャッシュ・フロー 746



（単位：百万円）

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

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） △1,081

長期借入金の返済による支出 △4,675

新株予約権付社債の買入消却による支出 △4,850

自己株式の増減額（△は増加） △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,172

現金及び現金同等物の期首残高 15,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,082



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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 

当連結グループは、前連結会計年度に営業損失27,548百万円、経常損失27,544百万円、当期純損失29,124百万

円を計上し、当第2四半期連結累計期間においても改正貸金業法に関連する出資法上の上限金利の引下げ及び利

息返還請求並びに債権ポートフォリオ再構築に伴う貸出金の著しい減少、貸倒引当金の積み増し等が業績への大

きな圧迫要因となり、営業損失11,575百万円、経常損失11,568百万円、四半期純損失11,157百万円を計上いたし

ました。 

また、前連結会計年度に引き続き、シンジケートローン契約(平成20年9月30日現在借入金残高672百万円)につ

いても、純資産の減少により財務制限条項に抵触しております。 

さらに、昨今の金融情勢に鑑み金融機関からの新たな資金調達が困難な状況にあります。 

これらの状況により、当連結グループは当四半期末において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象の存

在に該当しています。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく、平成20年11月7日に策定した経営計画等に基づき、次のとおりに

対処してまいります。 

１．収益構造の変革 

上限金利引下げに対応した収益モデルを構築するために、貸出金の継続時の与信基準を厳格化するととも

に、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの低い貸出債権の選別を図ってまいります。また、新たな資金調達

を前提としない「賃貸保証」並びに「不動産担保ローン」等における金銭貸借の媒介業務等の新たな事業を

早期に収益貢献ができるよう推進してまいります。 

２．コスト構造の変革 

このような厳しい経営環境下、当第2四半期連結累計期間に、事業構造改革として、保有資産の売却を行

いました。今後も、保有資産の売却など一層の経営効率化を図るとともに、前連結会計年度に引き続き、店

舗の統廃合及び希望退職者の募集による大幅な人員の削減を行い、人件費・物件費の削減を積極的に進めて

まいります。 

３．資金繰りの見通し 

財務体質の強化策として保有資産の売却や債権ポートフォリオの再構築及び金銭貸借の媒介業務等の新た

な事業による手数料収入の強化を図ってまいります。一方、有利子負債につきましては、これまで社債の買

入消却及び繰上弁済等を行ってきた結果、今後の返済負担は減少しております。また、シンジケート団と

は、財務制限条項に抵触している事実を踏まえた上で、今後も継続的な取引をしていただける旨の協議を行

ってまいります。さらに、店舗の統廃合及び希望退職者の募集により、人件費・物件費を削減するととも

に、保有資産の売却を引き続き進めて行くことから、今後の事業運営に必要な資金は確保できるものと考え

ております。 

以上のことから、事業継続性及び資金繰りに問題はないものと考えております。 

従いまして、当四半期連結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

当四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

(5) セグメント情報 

 a. 事業の種類別セグメント情報 

 当第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日） 

 当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資及び商業手形割引を主な事業としておりますが、

当該セグメントの営業収益、営業損失及び資産の金額が、それぞれ、全セグメントの営業収益、営業損失及

び資産の金額の合計額の90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 b. 所在地別セグメント情報 

 当第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

 c. 海外売上高 

 当第2四半期連結累計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日） 

 海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

(6) 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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益   

１ 受取割引料 1,197 

２ 受取利息 6,818 

３ 銀行預金利息 5 

４ 受入手数料 65 

５ 不動産賃貸収入 430 8,518 100.0

Ⅱ 営業費用   

１ 金融費用 1,357 

２ 支払手数料 208 

３ 不動産賃貸原価 338 1,905 22.4

営業総利益   6,613 77.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   12,620 148.1

営業損失（△）   △6,007 △70.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取配当金 1 

２  有価証券利息 2 

３  団体生命保険返戻金 10 

４ 雑収入 6 20 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 3 

２ 新株発行費償却 7 

３ 投資事業組合損失 5 

４ 雑損失 7 24 0.3

経常損失（△）   △6,012 △70.6

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 2 

２ 投資有価証券売却益 0 

３ 新株予約権付社債消
却益 

400 402 4.7

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産処分損 1 1 0.0

税金等調整前中間純
損失（△）   △5,610 △65.9

法人税、住民税及び
事業税 

31 31 0.3

中間純損失（△）   △5,642 △66.2

    



(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日）

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー   

税金等調整前中間純
損失 

△5,610

減価償却費及び償却
費 426 

貸倒引当金の増加額 873 

賞与引当金の減少額 △17

係争関係損失引当金
の減少額 

△858

受取配当金 △1

支払利息 3 

新株発行費償却 7 

固定資産売却益 △2

投資有価証券売却益 △0

新株予約権付社債消
却益 

△400

有形固定資産売却損 1 

預け金の減少額 2,416 

受取手形の減少額 1,086 

商業手形の減少額 6,697 

営業貸付金の減少額 11,114 

その他の流動資産の
減少額 59 

商業手形流動化によ
る借入金の減少額 

△5,243

手形債権流動化によ
る借入金の減少額 

△2,500

証書貸付債権流動化
による借入金の減少
額 

△1,507

その他 △832

小計 5,714 

配当金の受取額 1 

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △62

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 5,649 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日）

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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 

△37

有形固定資産の売却
による収入 31 

無形固定資産の取得
による支出 

△349

投資有価証券の取得
による支出 

△10

投資有価証券の売却
による収入 0 

その他 3 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

△362

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー   

短期借入金の増減 △1,771

長期借入金の返済に
よる支出 

△7,458

社債の償還による支
出 

△500

新株予約権付社債の
買入消却による支出 

△1,600

自己株式の増減 △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

△11,330

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
減少額 

△6,043

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 18,270 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末残高 

  
12,227 

  



６．その他の情報 

 (1) 新株予約権付社債の繰上償還について 

当社は、平成16年10月22日に発行した「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」につきまして、平

成20年10月22日に社債権者からの繰上償還請求により、全額を償還いたしました。 

その概要は以下のとおりであります。 

  (2) 不良債権の状況 

（単位：百万円） 

（注）1 破綻先債権とは、支払の遅延、その他の事由により、債務者又は保証人からの弁済の見込みがないものと

した貸付金のうち、債務者に対し法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホま

でに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものであります。 

2 延滞債権とは、（注1）に掲げる貸付金のうち、破綻先債権以外のものであります。 

3 三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日（期限の利益を喪失した日を含みます。）の

翌日から三カ月以上延滞している貸付金（破綻先債権及び延滞債権を除きます。）であります。 

4 貸出条件緩和債権とは、債務者又は保証人の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、元

本の減免、債権放棄その他の債務者又は保証人に有利となる取決めを行った貸付金（破綻先債権、延滞債

権、三カ月以上延滞債権を除きます。）であります。 

  

①平成20年9月30日現在残高 4,228百万円 

②繰上償還額 4,228  

③償還後残高 －  

④償還日 平成20年10月22日

区分 
当第2四半期連結会計期間末

（平成20年9月30日） 

前連結会計年度末  

（平成20年3月31日） 

破綻先債権  －  － 

延滞債権  －  － 

三カ月以上延滞債権 35,705 34,738 

貸出条件緩和債権 11,777 12,690 

合計 47,482 47,429 



 (3) 貸出金の状況 

  

（単位：百万円） 

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 

受取割引料 

  ％   ％   ％ 

営業

収益 

1,197 

 

14.1 

 

618 

 

19.6 

 

2,130 

 

14.5 

 

営業貸付金

利息 

手形貸付 4,390 51.5 1,465 46.5 7,519 51.3 

証書貸付 2,427 28.5 896 28.5 4,000 27.3 

その他貸付 0 0.0 14 0.5 15 0.1 

小計 6,818 80.0 2,377 75.5 11,535 78.7 

その他 

手数料収入 65 0.8 29 0.9 115 0.8 

預金利息 5 0.1 3 0.1 11 0.1 

不動産賃貸収入 430 5.0 121 3.9 874 5.9 

小計 501 5.9 154 4.9 1,000 6.8 

合計 8,518 100.0 3,150 100.0 14,666 100.0 

融資

残高 

商業手形割引 25,293 21.4 14,899 19.5 20,531 21.2 

営業貸付金 

手形貸付 68,331 57.9 44,833 58.8 56,139 57.9 

証書貸付 24,109 20.4 16,267 21.3 20,009 20.6 

その他貸付 330 0.3 330 0.4 330 0.3 

小計 92,770 78.6 61,430 80.5 76,478 78.8 

合計 118,063 100.0 76,330 100.0 97,010 100.0 
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