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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,710 ― △2,709 ― △2,710 ― △2,738 ―

20年3月期第3四半期 6,842 △36.9 306 △51.0 298 △54.4 △130 ―

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 △252.84 ―

20年3月期第3四半期 △12.08 ―

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 17,885 8,585 48.0 792.64
20年3月期 24,973 11,379 45.6 1,050.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,585百万円 20年3月期  11,379百万円

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 ― 5.00 5.00
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  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 3,265 △60.1 △3,815 ― △3,811 ― △4,012 ― △370.43

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 を御覧下さい。  

(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 をご覧下さい。  

(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3四半期  11,138,710株 20年3月期  11,138,710株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  307,790株 20年3月期  307,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  10,830,920株 20年3月期第3四半期  10,830,995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、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。業績予想のご利用に際しての注意事項等については、３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 をご覧下さい。 
（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。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。  
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減退と世界的な金

融市場の混乱による世界経済の減速を背景とした輸出の減少、急激な円高の進行による企業収益の減少など、企業業

績が急速に悪化しており、景気の後退局面入りが確実な状況となりました。 

 当貸金業界におきましても、景気悪化による債権不良化リスクの上昇など市場環境が厳しさを増す中、貸金業法の

全面施行に向けて、利息制限法金利に対応した損益モデルの再構築の必要に迫られる一方、過払い利息返還請求が依

然として高止まりの状況で推移するなど、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境の下で当社は、前事業年度において策定した新中期経営計画に基づく改善策を着実に推し進め

た結果、利息制限法金利に対応した損益構造への整備が進み、貸付金の回収金を以って新たな貸付の資金と借入金返

済資金を負担しながら流動性資金を安定的に確保できる状態となり、平成19年８月以降10ヶ月間停止していた貸付業

務を平成20年６月より全支店において再開したほか、審査業務及び債権管理業務の本社集中化を推し進めるなど、貸

付リスクの縮減と業務効率の向上によるコスト削減に継続して取り組んでおります。 

 当第３四半期累計期間における業績は、平成20年６月の貸付業務の再開により減少速度がやや鈍化したものの貸出

金残高の減少は続いており、当第３四半期会計期間末の貸出金残高が17,114百万円となり前事業年度末に比べて

10,783百万円減少したことなどによる貸付金利息収入の減少が主たる要因となって、当第３四半期累計期間の営業収

益は2,710百万円となりました。一方、費用面では、金融機関に対する借入金の約定返済により有利子負債残高が大

幅に減少したことによる支払利息の減少が主たる要因となり営業費用が296百万円となったほか、前事業年度におい

て実施したリストラによる事業規模の縮小などにより人件費や店舗維持費をはじめとする経常経費はリストラ実施前

に比べて大幅に削減されましたが、過払い利息返還請求が依然として高止まりの推移を続けていることから当第３四

半期会計期間末の利息返還損失引当金が3,157百万円となり、当第３四半期累計期間における当該引当金繰入額が

2,256百万円（当第３四半期会計期間において繰入額389百万円を計上）となったことなどから、販売費及び一般管理

費は5,123百万円となりました。 

 以上により、当第３四半期累計期間の損益は、営業損失2,709百万円、経常損失2,710百万円、四半期純損失2,738

百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比7,088百万円減の17,885百万円となりました。これは主に、

資産流動化スキーム終了に伴う信託受益権（前事業年度末比6,113百万円減）、未収収益（前事業年度末比2,791百万

円減）などの減少により流動資産が前事業年度末に比べて6,967百万円減少し、匿名組合出資金の償還による投資有

価証券の減少（前事業年度末比215百万円減）、新システム開発に係る無形固定資産仮勘定の増加（前事業年度末比

124百万円増）等により固定資産が前事業年度末に比べて120百万円減少したことによるものです。 

 また、利息返還損失引当金の増加（前事業年度末比549百万円増）はありましたが、短期借入金（前事業年度末比

284百万円減）、１年以内返済予定長期借入金（前事業年度末比1,699百万円減）、長期借入金（前事業年度末比

2,231百万円減）など有利子負債が大幅に減少したほか、資産流動化スキーム終了に伴う預り金の減少（前事業年度

末比519百万円減）等により、当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末比4,293百万円減の9,300百万円と

なり、純資産は前事業年度末比2,794百万円減の8,585百万円、自己資本比率は48.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期会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2,610百万円となり、前

事業年度末に比べて509百万円増加いたしました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4,719百万円の増加となりました。これは主に、税引前四半期純損失

2,728百万円となるものの、引当金の増減項目において利息返還損失引当金の増加549百万円となったほか、営業活動

における営業貸付金等の貸付実行及び回収による資金の増減において6,312百万円の資金の増加となったことによる

ものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、63百万円の増加となりました。これは主に、資産流動化スキーム終了

に伴う投資有価証券の償還による収入211百万円、固定資産の取得による支出153百万円によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、4,273百万円の減少となりました。これは主に、資金調達活動におけ

る短期借入金及び長期借入金の返済による4,214百万円の資金の減少によるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 「平成21年３月期の業績予想（通期）」につきましては、前回発表予想（平成20年８月５日公表）を平成21年１月

23日公表の適時開示資料「業績予想の修正に関するお知らせ」により、以下記載のとおり修正しております。 

 平成21年３月期通期業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（注）上記に記載した業績予想の数値は、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、また、多分に

不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は業況の変化等の様々な要因により、上記予想数値と大きく異なる可能性があります。  

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簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。 

②四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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 

 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。 

  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

 前回発表予想（Ａ） 3,442 △3,277 △3,276 △3,304 △305  06 

 今回修正予想（Ｂ） 3,265 △3,815 △3,811 △4,012 △370   43 

 増減額（Ｂ－Ａ） △176 △537 △534 △707 ― 

 増減率（％） △5.1 ― ― ― ― 

（参考）前期実績 

（平成20年３月期）  
8,180 587 582 169 15   65 
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 2,610,660 2,101,599

商業手形 360,198 169,230

営業貸付金 14,527,841 13,865,912

前払費用 29,140 58,649

信託受益権 － 6,113,006

未収収益 149,969 2,941,658

預け金 － 425,552

その他 276,221 107,199

貸倒引当金 △1,946,100 △2,807,100

流動資産合計 16,007,932 22,975,708

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,626,547 1,577,517

減価償却累計額 △888,299 △864,599

建物（純額） 738,247 712,918

構築物 － 8,084

減価償却累計額 － △5,720

構築物（純額） － 2,364

器具備品 183,270 175,089

減価償却累計額 △140,063 △156,711

器具備品（純額） 43,206 18,377

土地 570,458 570,458

建設仮勘定 1,785 －

有形固定資産合計 1,353,698 1,304,119

無形固定資産   

ソフトウエア 48,025 64,737

電話加入権 7,301 7,889

無形固定資産仮勘定 172,295 48,280

無形固定資産合計 227,622 120,906

投資その他の資産   

投資有価証券 14,935 230,445

出資金 5,240 5,240

破産更生債権等 2,229,083 1,934,494

長期前払費用 5,313 113,408

その他 67,640 72,267

貸倒引当金 △2,025,787 △1,782,736

投資その他の資産合計 296,425 573,119

固定資産合計 1,877,746 1,998,145

資産合計 17,885,679 24,973,854
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 284,325

1年内返済予定の長期借入金 3,648,536 5,347,912

未払金 240,428 325,432

未払費用 64,570 60,032

未払法人税等 17,785 17,634

預り金 34,362 553,974

前受収益 7,927 4,267

賞与引当金 27,379 64,730

利息返還損失引当金 2,121,000 1,771,000

流動負債合計 6,161,991 8,429,309

固定負債   

長期借入金 1,691,496 3,922,546

繰延税金負債 3,478 4,917

退職給付引当金 347,369 337,790

役員退職慰労引当金 － 13,375

利息返還損失引当金 1,036,000 836,122

長期預り金 25,977 29,299

金利スワップ 11,421 11,158

その他 22,900 9,525

固定負債合計 3,138,642 5,164,734

負債合計 9,300,633 13,594,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,460,527 3,460,527

資本剰余金   

資本準備金 4,444,027 4,444,027

資本剰余金合計 4,444,027 4,444,027

利益剰余金   

利益準備金 160,000 160,000

その他利益剰余金   

別途積立金 5,553,966 5,553,966

繰越利益剰余金 △2,623,106 169,555

利益剰余金合計 3,090,859 5,883,521

自己株式 △207,201 △207,201

株主資本合計 10,788,212 13,580,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,080 7,181

土地再評価差額金 △2,208,246 △2,208,246

評価・換算差額等合計 △2,203,166 △2,201,064

純資産合計 8,585,046 11,379,809

負債純資産合計 17,885,679 24,973,854
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

営業収益  

受取割引料 17,724

営業貸付金利息 2,132,265

預金利息 73

受取信託分配金 522,487

不動産賃貸収入 19,395

その他の営業収益 18,435

営業収益合計 2,710,382

営業費用  

借入金利息 172,422

その他の金融費用 111,335

不動産賃貸原価 13,119

営業費用合計 296,878

営業総利益 2,413,503

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 11,175

旅費及び交通費 11,175

通信費 21,868

貸倒引当金繰入額 1,593,079

利息返還損失引当金繰入額 2,256,319

役員報酬 29,430

給料手当及び賞与 589,834

賞与引当金繰入額 26,349

退職給付引当金繰入額 31,134

福利厚生費 108,857

債権管理費 31,118

租税公課 77,846

賃借料 67,688

減価償却費 27,432

支払手数料 142,132

その他 97,858

販売費及び一般管理費合計 5,123,301

営業利益又は営業損失（△） △2,709,798

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 188

受取保険金 77

雇用調整助成金 2,943

少額資産売却収入 728

雑収入 212

営業外収益合計 4,162

営業外費用  

自己株式公開買付費用 5,000

雑損失 29

営業外費用合計 5,029

経常利益又は経常損失（△） △2,710,664
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（単位：千円）

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

特別損失  

固定資産除却損 5,259

減損損失 12,227

特別損失合計 17,487

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △2,728,151

法人税、住民税及び事業税 10,355

法人税等合計 10,355

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,738,507
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△2,728,151

減価償却費 171,914

減損損失 12,227

固定資産除却損 5,259

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,351

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,375

貸倒引当金の増減額（△は減少） △617,949

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 549,877

受取利息及び受取配当金 △274

支払利息 172,422

自己株式公開買付費用 5,000

貸倒償却額 2,211,029

破産更生債権等の増減額（△は増加） △294,588

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,872

未払消費税等の増減額（△は減少） △452

その他の流動資産の増減額（△は増加） 66,307

その他の流動負債の増減額（△は減少） △138,996

その他の固定負債の増減額（△は減少） 10,315

小計 △620,079

利息及び配当金の受取額 274

利息の支払額 △163,511

法人税等の支払額 △6,241

小計 △789,557

商業手形の割引による支出 △711,691

商業手形の回収による収入 506,262

営業貸付金の貸付による支出 △1,711,854

営業貸付金の回収による収入 8,229,885

営業貸付金の買戻による支出 △803,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,719,191

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の償還による収入 211,969

固定資産の取得による支出 △153,267

差入保証金の差入による支出 △18,590

差入保証金の回収による収入 22,767

その他の収入 450

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,329

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） △284,325

長期借入金の返済による支出 △3,930,426

自己株式公開買付費用の支払額 △5,000

配当金の支払額 △53,709

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,273,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 509,060

現金及び現金同等物の期首残高 2,101,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,610,660
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 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 

 当社は、前事業年度（平成20年３月期）において実施した貸付業務の一時停止によって営業貸付金残高が加速

度的に減少し、営業収益がその前事業年度（平成19年３月期）に比べて著しく減少したことにより、前事業年度

末において継続企業の前提に重要な疑義が存在しておりました。 

 当社は、当該状況を解消すべく、新たに策定した新中期経営計画に基づく改善策を着実に推し進めた結果、経

常経費の削減及び流動性資金の安定確保を達成したことにより、平成19年８月から停止していた貸付業務を平成

20年６月より全支店において再開したほか、審査業務及び債権管理業務の本社集中化の実現を積極的に推し進め

るなど、貸付リスクの縮減と業務効率の向上によるコスト削減に継続して取り組んでおります。 

 しかしながら、第１四半期会計期間における利息返還請求が予想以上の増加となり、それによる返還利息の支

払負担が増していることから、第１四半期会計期間末における利息返還損失引当金を3,150,000千円に積み増

し、当該引当金繰入額1,252,319千円を計上したことにより、第１四半期累計期間の営業損失は 1,470,908千円

となりました。これにより、当社には、第１四半期会計期間末において継続企業の前提に新たな重要な疑義が存

在しておりました。 

 利息返還請求は第２四半期会計期間に引き続き当第３四半期会計期間においても高止まりの状況で推移してお

り、当第３四半期会計期間において利息返還損失引当金繰入額389,799千円の計上等による営業損失419,869千円

を計上し、当第３四半期累計期間における営業損失は2,709,798千円となり、当社には、当第３四半期会計期間

末において継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

 当該状況について当社は、新中期経営計画に基づく改善策を計画通りに継続して推し進めており、利息制限法

金利に対応した損益構造への整備が進み、貸付金の回収金を以って新たな貸付の資金と借入金返済資金を負担し

ながら流動性資金を安定的に確保できる状態となっており、当該返還利息の支払いによる資金支出にも対応でき

る状況となっております。しかしながら、今後、当該返還利息の支払額に想定を上回る状況が生じた場合には、

当社は、再び貸付業務を停止せざるを得ない状況となり、これによる支払い資金の捻出により当面の資金計画に

重要な影響を与えることはありませんが、営業貸付金残高が更に加速度的に減少することによる営業収益の更な

る減少を招き、経営資源はますます縮小傾向に陥らざるを得なくなるなど、当社の厳しい事業環境を踏まえ、当

社は、平成21年１月23日開催の取締役会において、店舗閉鎖及び希望退職者募集による人員削減の実施を決議

し、平成20年12月末日現在の従業員114名に対し、平成21年３月15日を退職日とする60名程度の希望退職者募集

による人員削減を実施するとともに、平成21年３月末日を目処に５支店を閉鎖し、営業拠点数を４支店体制とす

るなど、今後の新たな事業展開を見据えた社内体制への整備を実施することを決定しております。 

 以上により、当社の四半期財務諸表は継続企業を前提に作成されており、上記のような重要な疑義の影響を

四半期財務諸表には反映しておりません。 

（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」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

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 6,842,102 

Ⅱ 営業費用 546,001 

営業総利益 6,296,100 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,989,920 

営業利益 306,180 

Ⅳ 営業外収益 3,582 

Ⅴ 営業外費用 11,108 

経常利益 298,654 

Ⅵ 特別利益 199,397 

Ⅶ 特別損失  609,082 

税引前四半期純利益（△純損失）  △111,030 

税金費用  19,837 

四半期純利益（△純損失）  △130,867 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・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   

 税引前四半期純利益（△は純損失） △111,030 

 減価償却費 192,447 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △67,454 

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △913,093 

 引当金の減少額 △845,305 

 受取利息及び受取配当金 △3,666 

 支払利息等 354,597 

 貸倒償却額 2,942,847 

 破産更生債権等の増加額 △481,942 

 その他 △2,095,850 

小計 △1,028,449 

 利息及び配当金の受取額 3,747 

 利息の支払額 △317,540 

 法人税等の支払額 △341,824 

  小計 △1,684,067 

 商業手形の割引による支出 △2,249,847 

 商業手形の回収による収入 4,352,335 

 営業貸付金の貸付による支出 △6,439,064 

 営業貸付金の回収による収入 15,731,053 

 営業貸付金の買戻による支出 △2,378,095 

 営業貸付金の譲渡による収入 2,467,334 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,799,648 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △3,000 

 定期預金の払戻による収入 10,000 

 固定資産の取得による支出 △40,460 

 固定資産の売却による収入 7,064 

 その他 64,605 

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,210 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △5,415,884 

 長期借入金の返済による支出 △10,459,245 

 社債の償還による支出 △1,000,000 

 その他 △251 

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,875,382 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,037,523 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,824,175 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,786,652 
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６．その他 

（１）自己株式の取得及び自己株式の公開買付けについて 

 当社は、平成21年１月23日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みま

す。以下「会社法」といいます。）第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項及び当

社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決

議いたしました。その概要につきましては以下のとおりでありますが、詳細につきましては平成21年１月23日公

表の適時開示資料「自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに非上場会社化に関するお知らせ」に記載の

とおりであります。 

① 自己株式取得の目的 

 当社は、平成21年１月23日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、当社株式の非公開化を目的として、自己株式の公開買付け（以

下「本公開買付け」という。）を行うことを決議し、これに伴い、本公開買付けを行うものであります。 

② 自己株式の取得に関する取締役会決議内容（平成21年１月23日開催） 

（ⅰ）決議内容 

 （注）発行済株式総数に対する割合  27.04％（小数点以下第三位を四捨五入） 

（ⅱ）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

該当事項はありません。 

③ 公開買付けの概要 

（ⅰ）買付け等の期間    平成21年１月26日（月曜日）から平成21年３月９日（月曜日）まで（30営業日） 

（ⅱ）公開買付開始公告日  平成21年１月26日（月曜日） 

（ⅲ）買付け等の価格    １株につき175円 

（ⅳ）買付け等の価格の算定根拠 

 公開買付者である当社は、本公開買付価格を決定するに当たり、平成20年11月下旬に第三者である算定人と

してＫＰＭＧ税理士法人に対し、本公開買付価格の決定の参考資料として当社株式の価値の算定を依頼し、平

成21年１月22日、ＫＰＭＧ税理士法人より株式価値算定書を取得しました。ＫＰＭＧ税理士法人は市場株価平

均法及びＤＣＦ法を用いて当社の株式価値を算定いたしました。市場株価平均法は、当社の収益性、資産性、

将来性等の様々な要素が反映された資本市場において形成される市場価格に基づく客観的算定手法でありま

す。また、ＤＣＦ法は、当社が継続企業であるとの前提の下、当社の事業計画に基づく当社の事業の将来像を

反映した価値算定が可能な算定手法であります。ＫＰＭＧ税理士法人は、市場株価平均法では、平成21年１月

22日を基準日として、当社の大阪証券取引所における１ヶ月、３ヶ月、及び６ヶ月の単純平均株価を基に、当

社株式１株当たりの価値のレンジを分析しております。また、ＤＣＦ法では、当社の事業計画等の情報に基づ

き、当社株式１株当たりの価値を算定しております。当該株式価値算定書によると、当社の株式１株あたりの

株式価値は、市場株価平均法では62円から92円及びＤＣＦ法では165円から182円のレンジで評価されておりま

す。 

 当社は、ＫＰＭＧ税理士法人が提出した株式価値算定書を参考にしたうえで、過去の当社株式の株価動向

や、本公開買付けが当社株式の上場廃止を企図したものであり、上場廃止となった場合には、投下資本の回収

の機会を事実上限定するという点において、既存株主への影響が大きいこと等を勘案し、既存株主に対して適

切なプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、本公開買付価格を平成21年１月23

日の当社取締役会において175円に決定しました。なお、本公開買付価格については、平成20年12月に、独立

した第三者であるなぎさ監査法人に対して、財務的見地から公正であるか否かについての意見（フェアネスオ

ピニオン）を求め、平成21年１月23日に、財務的見地から公正であるとの意見（フェアネスオピニオン）を得

ております。また、法務アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所より法的助言を取得するなど、当社

取締役会が公正かつ合理的な判断を行うために必要な情報収集にも努めてまいりました。 

 なお、本公開買付価格は、当社が本公開買付けを実施することを決定した日（平成21年１月23日）の前営業

日である平成21年１月22日までの当社株式の大阪証券取引所における終値の１ヶ月単純平均である62円、同３

ヶ月単純平均である79円及び６ヶ月単純平均である92円に対して、それぞれ182.26％、121.52％及び90.22％

のプレミアムを加えた金額となります。 

種類 総数 取得価額の総額 

 普通株式  3,012,000株  527,100,000円 
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（ⅴ）買付予定の上場株券等の数 

 （注）１．発行済株式総数に対する割合  27.04％（小数点以下第三位を四捨五入） 

 ２．本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数（3,012,000株）に

満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数を超えるときは、その超える

部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の22の２第２項において準用する法第27条の13第５項及び発行

者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。）第21条

に規定するあん分比例の方法により、株式の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。但し、株式会社インタープラ

ンニング（平成20年９月末日現在の株式所有割合26.32％）、当社の代表取締役社長平山秀雄（同日現在の株式所有割合

16.47％）、申碩憲氏（同日現在の株式所有割合16.00％）、金福烈氏（同日現在の株式所有割合3.59％）、申明順氏（同日

現在の株式所有割合2.60％）、申明恵氏（同日現在の株式所有割合2.60％）及び申明夏氏（同日現在の株式所有割合

2.60％）は、本公開買付に応募しないことを確約しており、本公開買付けは、これら創業者一族等を除く株主の皆様に対し

て、実質的に上限を設けずに行う公開買付けとなります。 

 ３．単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が

行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。この場合、当社

は、法令の手続に従い当該株式を買い取ります。 

（ⅵ）買付等に要する資金 

 （注）１．「買付手数料」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。 

 ２．「その他」欄は、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見

積額を記載しております。 

 ３．その他、公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は公開買付終了後まで未確定です。 

 ４．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

（ⅶ）決済の開始日    平成21年３月16日 

株式の種類 買付予定数 超過予定数 計 

 普通株式 3,012,000株  ― 株  3,012,000株  

買付代金 527,100,000円  

 買付手数料 50,000,000円  

 その他 5,000,000円  

 合計 582,100,000円  
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（２）貸出金及び営業収益の明細表 

（注）１．貸出金残高の（ ）内書は、営業債権等に含まれる「破産更生債権等」の額であります。 

２．貸出金残高には、資産流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金が含まれております。 

なお、各期の貸出金残高に含まれる営業貸付金のオフバランス額は以下のとおりであります。 

前年同四半期末 15,348,232千円   当四半期末   ― 千円   前期末 11,931,170千円 

① 貸出金 

項目 

前年同四半期末 
（平成20年３月期 
 第３四半期末） 

当四半期末 
（平成21年３月期 
 第３四半期末） 

（参考）前期末 
（平成20年３月期末） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 商業手形 
107,546 0.3 372,439 2.2 191,657 0.7 

(21,711) 0.1 (12,241) 0.1 (22,427) 0.1 

  無担保貸付 信用貸付 21,342,528 64.2 10,012,092 58.5 17,464,861 62.6 

    保証人付貸付 6,170,843 18.5 3,007,939 17.6 5,190,506 18.6 

  小計 27,513,372 82.7 13,020,031 76.1 22,655,367 81.2 

  有担保貸付 不動産 5,622,345 16.9 3,713,751 21.7 5,027,342 18.0 

    有価証券 26,232 0.1 8,238 0.0 23,733 0.1 

    その他 ― ― ― ― ― ― 

  小計 5,648,578 17.0 3,721,990 21.7 5,051,075 18.1 

  営業貸付金  計 
33,161,950 99.7 16,742,021 97.8 27,706,443 99.3 

(1,757,737) 5.3 (2,214,180) 12.9 (1,909,360) 6.8 

合計 
33,269,497 100.0 17,114,461 100.0 27,898,100 100.0 

(1,779,449) 5.4 (2,226,421) 13.0 (1,931,787) 6.9 

② 営業収益 

項目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期累計期間） 

当四半期 
（平成21年３月期 

第３四半期累計期間） 

（参考）前期 
（平成20年３月期） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 受取割引料 158,326 2.3 17,724 0.6 161,300 2.0 

  無担保貸付 信用貸付 1,639,332 24.0 1,313,255 48.4 1,934,182 23.6 

    保証人付貸付 665,690 9.7 362,121 13.4 786,256 9.6 

  小計 2,305,023 33.7 1,675,376 61.8 2,720,438 33.2 

  有担保貸付 不動産 805,141 11.8 455,035 16.8 1,002,874 12.3 

    有価証券 5,836 0.1 1,853 0.1 7,034 0.1 

    会員権 36 0.0 － － 36 0.0 

    その他 205 0.0 － － 205 0.0 

  小計 811,220 11.9 456,889 16.9 1,010,150 12.4 

  営業貸付金利息計 3,116,243 45.6 2,132,265 78.7 3,730,588 45.6 

 受取信託分配金 3,419,583 50.0 522,487 19.3 4,194,399 51.3 

 匿名組合分配金 71,842 1.0 － － － － 

 その他 76,106 1.1 37,904 1.4 93,852 1.1 

合計 6,842,102 100.0 2,710,382 100.0 8,180,142 100.0 
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