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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(注)当第３四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3四半期 2,671 ― 1,033 ― 989 ― △3,111 ―
20年3月期第3四半期 2,656 17.2 1,187 25.9 1,184 30.3 664 25.4

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3四半期 △16,984.22 ―
20年3月期第3四半期 3,653.16 3,578.81

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3四半期 38,087 6,464 17.0 35,285.00
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3四半期  6,464百万円 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 △10.0 1,007 △41.3 786 △54.2 △3,264 △490.3 △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） 

(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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 183,185株 20年3月期第3四半期 181,992株



  

  当第３四半期（９ヶ月）における我が国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収

縮・金融不安が発展し、株価の大幅下落、企業の業績悪化懸念や急激な円高進行などによって、景気後退局面を迎

えております。  

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。また金融業界は、改正建築基準法及び改正貸金業法の施行に加えて、世界的な

景気悪化の影響から直接金融市場の機能が後退するなど一層厳しい環境となっております。したがって、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、第２四半期連結会計期間において、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いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、取扱累計高171,718百万円、営業収益2,671百万円、営

業利益1,033百万円、経常利益989百万円、四半期純損失3,111百万円となりました。 

  

  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、6,796百万円減少し、38,087百万円となりました。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5,252百万円であります。 

（連結キャッシュフローに関する定性的情報） 

当第３四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、支払代行業務に係る

一時預り金の増加により、前連結会計年度末に比べ3,654百万円増加し、当第３四半期連結会計期間における資

金残高は12,709百万円となりました。 

当第３四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14,297百万円となりました。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18百万円となりました。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10,623百万円となりました。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。 

  

  

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、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

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



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。  

  

  該当事項はありません。  

  

   

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。  

  

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） 

（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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,709,517 9,054,529

買取債権 16,563,648 31,574,034

営業貸付金 1,555,007 3,318,589

売掛金 10,855 8,377

その他 290,021 120,245

流動資産合計 31,129,050 44,075,776

固定資産   

有形固定資産 1,571,275 79,536

無形固定資産 70,321 86,697

投資その他の資産   

長期未収入金 4,722,000 －

その他 594,694 －

投資その他の資産合計 5,316,694 641,878

固定資産合計 6,958,291 808,112

資産合計 38,087,342 44,883,889

負債の部   

流動負債   

短期借入金 19,175,000 29,507,000

1年内返済予定の長期借入金 500,600 775,400

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

未払法人税等 80,733 337,517

預り金 10,062,752 2,818,663

賞与引当金 12,300 25,200

その他 284,005 328,886

流動負債合計 31,115,391 33,792,667

固定負債   

社債 － 1,000,000

長期借入金 484,000 364,500

その他 23,491 20,000

固定負債合計 507,491 1,384,500

負債合計 31,622,883 35,177,167



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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 △979,969 2,213,699

株主資本合計 6,464,296 9,657,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162 △5,493

評価・換算差額等合計 162 △5,493

新株予約権 － 55,000

純資産合計 6,464,458 9,706,721

負債純資産合計 38,087,342 44,883,889



（２）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 2,671,132

金融費用 280,266

販売費及び一般管理費 1,357,174

営業利益 1,033,691

営業外収益  

受取利息 6,644

家賃収入 37,881

その他 2,130

営業外収益合計 46,655

営業外費用  

家賃原価 27,764

支払手数料 55,000

その他 7,981

営業外費用合計 90,746

経常利益 989,600

特別損失  

貸倒損失 473,991

貸倒引当金繰入額 3,280,689

その他 70,270

特別損失合計 3,824,951

税金等調整前四半期純損失（△） △2,835,351

法人税、住民税及び事業税 354,895

法人税等調整額 △78,986

法人税等合計 275,908

四半期純損失（△） △3,111,259



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △2,835,351

減価償却費 35,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,280,372

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,900

貸倒損失 473,991

受取利息及び受取配当金 △7,605

支払利息 7,979

投資有価証券評価損益（△は益） 66,810

買取債権の増減額(△は増加) 6,980,574

営業貸付金の増減額（△は増加） △185,417

長期営業債権の増減額(△は増加) 17,090

未払金の増減額（△は減少） 4,855

預り金の増減額（△は減少） 7,244,088

前受収益の増減額（△は減少） △65,075

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,437

その他 △105,402

小計 14,895,301

利息及び配当金の受取額 7,605

利息の支払額 △10,647

法人税等の支払額 △594,621

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,297,636

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 △911

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

差入保証金の回収による収入 7,440

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,686

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） △10,332,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △655,300

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 △10,623,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,654,988

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 12,709,517



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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。   

  

 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。   

  

 海外売上がないため該当事項はありません。    

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業収益  2,656,142

Ⅱ 金融費用  258,483

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,209,965

営業利益  1,187,693

Ⅳ 営業外収益  26,086

１.受取利息   5,139

２.受取配当金   2,912

３.家賃収入   17,630

４.その他   403

Ⅴ 営業外費用  29,664

１.支払利息   12,352

２.株式交付費   2,273

３.家賃原価   15,038

経常利益  1,184,115

Ⅵ 特別利益  3,681

１.賞与引当金戻入   3,614

２.固定資産売却益   67

Ⅶ 特別損失  60,732

投資有価証券評価損   60,732

税金等調整前四半期純利益  1,127,064

税金費用  462,217

四半期純利益  664,847



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引等調整前四半期純利益   1,127,064

減価償却費   28,911

買取債権の増減額（増加：△）   △11,469,446

営業貸付金の増減額（増加：△）   △1,382,629

預り金の増減額（減少：△）   4,028,488

その他   94,978

小計  △7,572,631

法人税等の支払額   △629,215

その他   △5,168

営業活動によるキャッシュ・フロー  △8,207,015

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   △38,021

有形固定資産の売却による収入       3,582

無形固定資産の取得による支出   △31,464

投資有価証券の取得による支出  △44,797

投資有価証券の売却による収入  20,000

敷金保証金の回収による収入   508

敷金保証金の差入による支出  △16,674

長期前払費用の支払による支出   △10,917

その他   △74

投資活動によるキャッシュ・フロー  △117,859

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減（純額）   7,513,999

長期借入れによる収入   900,000

長期借入金の返済による支出   △1,359,000

株式の発行による収入   508,896

配当金の支払額   △62,626

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,501,269



  

  
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
   （減少：△） 

 △823,605

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期末残高  7,983,658



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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