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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)当第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため、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 1,966 ― 851 ― 802 ― △3,218 ―
20年3月期第2四半期 1,613 12.0 643 16.0 642 22.6 345 12.8

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 △17,568.01 ―
20年3月期第2四半期 1,902.02 1,863.13

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 37,361 6,346 17.0 34,639.34
20年3月期 44,883 9,706 21.5 52,703.63

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  6,346百万円 20年3月期  9,651百万円

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 ― ― ― 450.00 450.00
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  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 3,299 △20.1 1,007 46.7 786 △58.4 △3,264 △397.4 17,823.18

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）  無  

(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  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。  

(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) 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記（1）に係る業績
予想の具体的修正内容は、２ページ「定性的情報・財務諸表 ３. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2) 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 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 183,207株 20年3月期 183,132株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 ―株 20年3月期 ―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 183,174株 20年3月期第2四半期 181,532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（６ヶ月）における我が国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の失速懸念に

加えて原材料価格の高騰、円高と株価下落等により、景況感への不透明感が高まり、金融情勢も一層厳しい環境に

なって参りました。 

当社グループはアウトソーシングと金融サービスを融合させ、中小企業の資金繰りを支援するサービスを行って

おります。アウトソーシング業界においては昨今企業が経営資源の選択と集中を行う中、コア業務以外をアウトソ

ースする傾向が継続しております。また金融業界においては、原油高、改正建築基準法及び改正貸金業法の施行の

影響により、特に中小企業の資金繰りが逼迫し倒産件数も増加していることから中小企業の資金ニーズが高まって

おります。 

このような環境の下、債権買取時の手数料率の見直しを行う等資金効率の向上に努めながら債権買取を行い中小

企業の資金繰り支援を継続して参りました。 

一方で不動産市況が急速に悪化し回復も不透明であるため、回収が懸念される債権についてはバランスシートの

健全化のため貸倒引当金及び貸倒損失を計上することにいたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、取扱累計高137,470百万円、営業収益1,966百万円、営

業利益851百万円、経常利益802百万円、四半期純損失3,218百万円となりました。 

  

２．連結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、前連結会計年度末に比べ、7,522百万円減少し、37,361百万円となりました。これ

は主に貸倒引当金の計上及び金融機関からの短期借入金の返済等によるものであります。なお、債権売却によって

オフバランスされた買取債権残高は5,283百万円であります。 

（連結キャッシュフローに関する定性的情報） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、金融機関からの短期

借入金の返済による支出の増加により、前連結会計年度末に比べ1,861百万円減少し、当第２四半期連結会計期

間における資金残高は7,193百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は4,347百万円となりました。これは主に買取債権の回収による収入の増

加及び支払代行業務に係る一時預り金の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は25百万円となりました。これは主に事業インフラ整備にともなう有形固

定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は6,182百万円となりました。これは主に金融機関からの短期借入金の返済

による支出が増加したこと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 

      

当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、上記のとおり中小企業の資金繰りが逼迫し倒産件数も増加

していることから中小企業の資金ニーズが高まっており顧客獲得環境は追い風の状況であります。  

しかしながら不動産市況が著しく悪化しているため、第３四半期以降不動産・建設関連銘柄を中心に債権買取を

大幅に縮小いたします。  

また昨今の厳しい金融環境に対応するため、当社では従来にも増して安定的な金融政策及び資本政策を実施する

必要があると認識しております。従いまして金融政策については、現在お取引金融機関と今後の資金調達について

協議を行っております。資本政策につきましても早期の自己資本の充実を計るべく、複数の投資家と協議を継続し

ております。 

  なお今期から、既存事業において築いた中小企業とのネットワークを活用した、中小企業向けフィービジネスを

開始いたしました。当該事業はノンアセット型ビジネスであること、既存のビジネスのネットワークを活用しなが

ら展開可能なビジネスモデルであり当社グループの新たな収益源に育てて参る所存であります。   

  このような環境の下、平成21年３月期連結会計年度においては取扱累計高209,900百万円、営業収益3,299百万

円、営業利益1,007百万円、経常利益786百万円、当第２四半期連結累計期間で貸倒引当金の計上及び貸倒損失を計



上したことから、当期純損失3,264百万円を見込んでおります。 

   

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） 

  該当事項はありません。  

  

（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 

１．簡便な会計処理 

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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 7,193,355 9,054,529

買取債権 21,357,985 31,574,034

営業貸付金 1,581,542 3,318,589

売掛金 10,134 8,377

その他 231,153 120,245

流動資産合計 30,374,170 44,075,776

固定資産   

有形固定資産 1,577,034 79,536

無形固定資産 76,718 86,697

投資その他の資産   

長期未収入金 4,722,000 －

その他 611,699 －

投資その他の資産合計 5,333,699 641,878

固定資産合計 6,987,452 808,112

資産合計 37,361,622 44,883,889

負債の部   

流動負債   

短期借入金 23,941,000 29,507,000

1年内返済予定の長期借入金 457,700 775,400

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

未払法人税等 325,290 337,517

預り金 4,704,515 2,818,663

賞与引当金 33,930 25,200

その他 327,525 328,886

流動負債合計 30,789,960 33,792,667

固定負債   

社債 － 1,000,000

長期借入金 202,000 364,500

その他 23,491 20,000

固定負債合計 225,491 1,384,500

負債合計 31,015,452 35,177,167



（単位：千円）

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 3,668,442 3,668,067

資本剰余金 3,775,822 3,775,447

利益剰余金 △1,086,716 2,213,699

株主資本合計 6,357,549 9,657,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,379 △5,493

評価・換算差額等合計 △11,379 △5,493

新株予約権 － 55,000

純資産合計 6,346,169 9,706,721

負債純資産合計 37,361,622 44,883,889



（２）四半期連結損益計算書 
 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,966,954

金融費用 189,804

販売費及び一般管理費 925,618

営業利益 851,531

営業外収益  

受取利息 6,363

家賃収入 21,543

その他 1,577

営業外収益合計 29,484

営業外費用  

家賃原価 18,401

支払手数料 55,000

その他 5,428

営業外費用合計 78,829

経常利益 802,185

特別損失  

貸倒損失 473,991

貸倒引当金繰入額 3,284,859

その他 56,789

特別損失合計 3,815,640

税金等調整前四半期純損失（△） △3,013,454

法人税、住民税及び事業税 313,262

法人税等調整額 △108,711

法人税等合計 204,551

四半期純損失（△） △3,218,006



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △3,013,454

減価償却費 23,572

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,284,859

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,730

貸倒損失 473,991

受取利息及び受取配当金 △6,852

支払利息 5,426

投資有価証券評価損益（△は益） 53,329

買取債権の増減額(△は増加) 10,216,049

営業貸付金の増減額（△は増加） △211,952

長期営業債権の増減額(△は増加) 9,880

長期未収入金の増減額(△は増加) △8,033,981

未払金の増減額（△は減少） 53,045

預り金の増減額（△は減少） 1,885,851

前受収益の増減額（△は減少） △52,187

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,534

その他 △31,506

小計 4,662,265

利息及び配当金の受取額 6,852

利息の支払額 △5,381

法人税等の支払額 △316,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,347,511

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 △7,098

無形固定資産の取得による支出 △13,981

投資有価証券の取得による支出 △611

投資有価証券の売却による収入 2,085

差入保証金の差入による支出 △6,208

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,824

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） △5,566,000

長期借入金の返済による支出 △480,200

株式の発行による収入 747

自己新株予約権の取得による支出 △55,000

配当金の支払額 △82,409

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,182,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,861,174

現金及び現金同等物の期首残高 9,054,529

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,193,355



 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 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当社及び連結子会社の事業は、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた「C.Fダイレクト事

業」の単一事業のため、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。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない為、該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕  

 海外売上がないため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。 

  

６．その他の情報  

  

  

  



「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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益       1,613,402  100.0

Ⅱ 金融費用       160,783  10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費       809,278  50.1

営業利益       643,340  39.9

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  5,136           

２．受取配当金  2,440           

３．家賃収入  8,012               

４．その他  227  15,817  1.0

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  8,437           

２．株式交付費  2,273           

３．家賃原価  5,880  16,591  1.1

経常利益       642,566  39.8

Ⅵ 特別利益                

１．賞与引当金戻入  3,614           

３．固定資産売却益  67  3,681  0.2

Ⅶ 特別損失                

１．投資有価証券評価損  60,732  60,732  3.7

税金等調整前中間純利益       585,515  36.3

法人税、住民税及び事業税  233,468           

法人税等調整額  6,768  240,236  14.9

中間純利益       345,278  21.4

        



（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（千円） 

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利益  585,515

減価償却費   17,165

貸倒引当金の増減額(減少：△)   1,614

賞与引当金の増減額(減少：△)   9,420

受取利息及び配当金   △7,577

支払利息   8,437

株式公布費   2,273

投資有価証券評価損   60,732

買取債権の増減額(増加：△）   △9,922,774

営業貸付金の増減額(増加：△）  △1,382,757

長期営業債権の増減額(増加：
△） 

 10,809

未払金の増減額(減少：△）  15,780

預り金の増減額(減少：△）  1,914,810

前受収益の増減額(減少：△）  82,341

未払消費税等の増減額(減少：
△） 

 △4,788

その他   △7,936

小計  △8,616,983

利息及び配当金の受取額   7,577

利息の支払額   △7,358

法人税等の支払額   △365,101

営業活動によるキャッシュ・フロー  △8,981,816

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   △8,808

有形固定資産の売却による収入  2,476

無形固定資産の取得による支出  △16,551

投資有価証券の取得による支出   △1,239

投資有価証券の売却による収入  20,000

差入保証金の預託による支出   △16,496

長期前払費用の支払による支出   △10,841

その他   △72

投資活動によるキャッシュ・フロー  △31,533



  
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（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増額(純額)   4,823,999

長期借入れによる収入   600,000

長期借入金の返済による支出   △961,400

株式の発行による収入   508,896

配当の支払   △62,230

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,909,264

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(減
少：△) 

 △4,104,084

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  8,807,264

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,703,179



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日） 

 当社及び連結子会社の事業は、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた「C.Fダイレクト事

業」の単一事業のため、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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  
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