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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31日） 

 

(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）

売上高 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7月期第1四半期 25,992 ― △8,393 ― △8,750 ― △15,923 ―
20年7月期第1四半期 31,752 16.0 9,422 25.3 8,909 19.6 3,619 △5.3

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7月期第1四半期 △1,300.41 ―
20年7月期第1四半期 295.62 ―

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7月期第1四半期 673,040 262,128 37.0 20,313.12
20年7月期 748,971 282,219 35.6 21,756.83

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  248,738百万円 20年7月期  266,417百万円

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7月期 ― 150.00 ― 150.00 300.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― 150.00 ― 150.00 300.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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

第2四半期連結累計期間 40,000 ― 8,000 ― 7,600 ― 3,800 ― 310.32
通期 101,000 △26.0 20,000 1.3 19,000 2.3 9,500 38.7 775.81

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．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって大きく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．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 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7月期第1四半期  12,245,470株 20年7月期  12,245,470株
② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  233株 20年7月期  216株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  12,245,264株 20年7月期第1四半期  12,245,285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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発による世界的な金融・資本市場の混乱が実体経済にマイ

ナスの影響を与える懸念が強まり、市場についても株価下落や円高など深刻な状況を及ぼしております。 

 当社グループにおいても急激な信用収縮リスク、日本の不動産市況の急激な悪化リスク、貸金業法新法移行リスク

という「三重苦」により、当社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況となっております。 

 このような状況に適切に対応するため、前期に引き続き保守的な対応をとり当第１四半期連結会計期間において

は、主に不動産関連の子会社を中心に貸倒引当金の積み増し（10,101百万円）と、在庫不動産の評価減（647百万

円）を計上いたしました。また、株価下落等にともない、投資有価証券評価損239百万円と関係会社株式評価損 

2,049百万円を計上いたしました。 

 これらの結果、売上高は25,992百万円、営業損失は8,393百万円、経常損失は8,750百万円、当期純損失は15,923百

万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

［金融・投資事業］ 

 金融・投資事業につきましては、世界的な金融・資本市場の混乱による影響や新貸金業法施行へ対応すべく貸倒引

当金の積み増しを実施するなど保守的な対応を図ったことなどの影響により営業収益は19,293万円、営業損失は

7,431百万円となりました。 

  

［不動産事業］ 

 不動産事業につきましては、不動産市況の低迷の影響等を受け、在庫不動産処分の停滞や都市開発が伸び悩むなど

の影響により売上高は2,010百万円、営業損失は587百万円となりました。 

  

［スポーツ用品、食品等製造販売事業］ 

 スポーツ用品、食品等製造販売事業につきましては、原油価格の上昇を契機とした初物価の高騰による消費マイン

ド悪化などの影響により売上高は3,829百万円、営業利益は302百万円となりました。 

  

［その他の事業］ 

 その他の事業につきましては、パソコンパーツ販売業・ソフトウェア受託開発業・コールセンター事業受託業が主

たる業務となりますが、受注減少等の影響により売上高は858百万円、営業利益は110百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ75,930百万円減少し、673,040百万円とな

りました。流動資産は83,567百万円減少し、631,084百万円となりました。これは主に営業貸付金の減少によるもの

であります。また、固定資産は7,636百万円増加し、41,955百万円となりました。主に長期貸付金の増加によるもの

であります。 

 負債は55,840百万円減少し、410,911百万円となりました。主に借入金の減少によるものであります。 

 純資産は20,090百万円減少し、262,128百万円となりました。主に当四半期純損失とその他有価証券評価差額金の

減少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 

 当社グループでは、前期に引き続き保守的な対応をとり当第１四半期連結会計期間においては、主に不動産関連の

子会社を中心に貸倒引当金の積み増し（10,101百万円）と、在庫不動産の評価減（647百万円）を計上いたしまし

た。また、株価下落等にともない、投資有価証券評価損239百万円と関係会社株式評価損2,049百万円を計上いたしま

した。 

 これら保守的な対応をとりましたが、連結業績予想については現在のところ概ね計画通り推移しており、平成20年

９月24日に発表した業績予想に変更はありません。なお、今後何らかの変化がある場合には、適時開示してまいりま

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 主として、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を

算定する方法によっております。 

②棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関して、一部子会社では収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額

を見積り、簿価切下げを実施する方法によっております。 

③連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺

消去しております。 

④未実現損益の消去 

 四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に見積って計

算しております。  

  

（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 

①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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第 

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

647百万円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所にて記載しております。 

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日企業 

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針 第16号）を第１四半期連結会計期間から適用し、所有権

移動外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,616 18,468 

商業手形 1,202 3,612 

受取手形及び売掛金 6,041 5,758 

営業貸付金 547,802 614,517 

営業投資有価証券 9,196 15,020 

預け金 34,770 37,587 

商品及び製品 1,880 2,224 

原材料及び貯蔵品 1,232 1,359 

仕掛品 416 428 

販売用不動産 10,426 6,223 

仕掛販売用不動産 2,748 8,119 

その他 41,967 37,339 

貸倒引当金 △46,217 △36,006 

流動資産合計 631,084 714,652 

固定資産   

有形固定資産 7,054 6,664 

無形固定資産   

のれん 4,826 4,878 

その他 2,275 2,328 

無形固定資産合計 7,101 7,206 

投資その他の資産 27,799 20,447 

固定資産合計 41,955 34,319 

資産合計 673,040 748,971 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,423 2,642 

短期借入金 34,822 40,110 

1年内返済予定の長期借入金 31,990 56,841 

コマーシャル・ペーパー 3,500 3,200 

未払法人税等 9,725 7,912 

引当金 1,115 1,039 

その他 14,195 12,220 

流動負債合計 97,773 123,966 

固定負債   

社債 47,200 40,950 

長期借入金 250,422 287,934 

利息返還損失引当金 15,018 13,454 

その他の引当金 77 73 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年10月31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７月31日) 

その他 419 373 

固定負債合計 313,138 342,785 

負債合計 410,911 466,752 

純資産の部   

株主資本   

資本金 79,149 79,149 

資本剰余金 84,338 84,338 

利益剰余金 87,151 101,962 

自己株式 △4 △4 

株主資本合計 250,635 265,446 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △929 1,897 

繰延ヘッジ損益 △887 △841 

為替換算調整勘定 △78 △85 

評価・換算差額等合計 △1,896 971 

少数株主持分 13,389 15,801 

純資産合計 262,128 282,219 

負債純資産合計 673,040 748,971 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業収益 25,992 

営業費用 11,940 

営業総利益 14,052 

販売費及び一般管理費 22,446 

営業損失（△） △8,393 

営業外収益  

受取利息 172 

その他 50 

営業外収益合計 223 

営業外費用  

支払利息 293 

持分法による投資損失 184 

その他 102 

営業外費用合計 580 

経常損失（△） △8,750 

特別利益  

関係会社株式売却益 40 

前期損益修正益 334 

その他 9 

特別利益合計 384 

特別損失  

投資有価証券評価損 239 

関係会社株式評価損 2,049 

その他 49 

特別損失合計 2,338 

税金等調整前四半期純損失（△） △10,704 

法人税、住民税及び事業税 3,397 

法人税等調整額 1,386 

法人税等合計 4,783 

少数株主利益 435 

四半期純損失（△） △15,923 



 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）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。        



  

   

(注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における 

 レビュー対象ではありません。 

  

「参考資料」 

  
  

 （要約）前四半期連結損益計算書    

    （単位：百万円）

  前第１四半期連結累計期間 

  （自 平成19年８月１日 

    至 平成19年10月31日） 

営業収益   31,752

営業費用   12,726

営業総利益   19,025

販売費及び一般管理費   9,603

営業利益   9,422

営業外収益   313

 受取利息   51

 その他   261

営業外費用   826

 支払利息   322

 その他   503

経常利益   8,909

特別利益   301

 前期損益修正益   -

 その他   301

特別損失   0

税引前当期純利益   9,209

法人税、住民税及び事業税   4,492

法人税等調整額   500

少数株主利益   597

四半期純利益   3,619



６．その他の情報 

該当事項はありません。  
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