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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3四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3四半期 4,024 ― △14,591 ― △14,584 ― △15,874 ―

20年3月期第3四半期 11,856 ― △10,512 ― △10,506 ― △10,561 ―

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 △144.46 ―

20年3月期第3四半期 △96.11 ―

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 46,708 15,453 33.1 140.62
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3四半期  15,453百万円 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 △19,000 ― △19,000 ― △20,500 ― △186.55

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．平成20年11月7日に公表いたしました連結業績予想を本資料において修正しております。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。なお、上記予想に関する事項は、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。 
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3四半期  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3四半期  4,217,883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3四半期  109,889,673株 20年3月期第3四半期  109,890,224株



当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライム問題を端緒とした金融市場の混乱が実体経

済にも波及し景気後退が加速するなど、深刻な状況となっております。 

当連結グループにつきましても、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3四半期連結会計期間末の貸出金残高は61,018百万円(前連結会計年度末比35,992百万円減)とな

りました。なお、その内訳につきましては、商業手形が7,759百万円（前連結会計年度末比12,772百万円減）、営

業貸付金が53,258百万円（前連結会計年度末比23,220百万円減）であります。 

損益につきましては、当第3四半期連結累計期間の営業収益は4,024百万円（前年同期比7,831百万円減）、営業

損失は14,591百万円（前年同期は営業損失10,512百万円）、経常損失は14,584百万円（前年同期は経常損失

10,506百万円）となりました。また四半期純損失につきましては、特別損益に賃貸用設備の売却等に伴う固定資

産売却益134百万円及び固定資産処分損385百万円の計上、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債」のうち5,272百万円について一部買入消却を行ったことによる新株予約権付社債消却益421百万円の計上、希

望退職者の募集に伴う特別退職金199百万円の計上及び減損損失1,200百万円の計上により15,874百万円（前年同

期は四半期純損失10,561百万円）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3四半期累計期間の経営成績は、営業収益が3,950

百万円、営業損失が14,575百万円となりました。 

  

（2）賃貸保証業務に係る事業 

株式会社エムキャット（連結子会社）が展開しております当該事業につきましては、当第3四半期累計期間

の経営成績は、営業収益が75百万円と順調に推移しており、営業利益につきましては設立以来初めて、四半

期累計期間での黒字を計上いたしました。 

  

（3）オール電化製品の販売に係る事業 

株式会社エコバンコ（連結子会社・平成20年9月1日設立）が展開しております当該事業につきましては、

平成20年10月1日から営業を開始しており、当第3四半期連結累計期間の業績に与える影響は軽微となってお

ります。 

なお、当該事業については、現在取扱いを中断しており、新たな事業展開に向け検討中であります。 

  

  （資産、負債、純資産の状況に関する分析）  

①資産の部 

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は46,708百万円となり、前連結会計年度末に比べ62,165百万円

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

35,992百万円、受取手形が930百万円減少したことや、社債の買入消却及び償還や借入金の返済に伴い、

現金及び預金が13,337百万円並びに預け金10,271百万円が減少したこと、また、有形固定資産の売却によ

り有形固定資産3,345百万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3四半期連結会計期間末の負債合計は31,255百万円となり、前連結会計年度末に比べ46,308百万円

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32,902百万円減少した

こと、新株予約権付社債が「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の買入消却及び償還に

より9,500百万円減少したこと、及び債権ポートフォリオの再構築による貸出金の減少過程で過払金請求

リスクの減少に努めたことにより係争関係損失引当金が3,054百万円減少したことによるものでありま

す。 

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純資産の部 

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は15,453百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,857百万

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15,874百万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3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,764百万円となり、前連結会計年度末比13,490百万

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895百万円となりました。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並びに預け金の減少等の増加要因が、債権流動化による借入金の

減少、貸倒引当金の減少、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1,913百万円となりました。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及び投資有価証券の売却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16,298百万円となりました。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」の買入消却及び償還

によるものであります。 

  

当第3四半期連結累計期間において、債権ポートフォリオの再構築に伴う貸出金の減少に伴う収益の大幅な減少

や、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中での貸倒費用の増加、利息

返還請求の高止まりに起因する係争関係費用の増加等の厳しい経営環境の下、資金ポジションの安定、財務の健

全性を最重要課題として推進してまいりました。さらにこの一環として、一層の経営資源の効率化を図るため、

第4四半期連結会計期間に本社ビル等の売却を予定しています。 

これらの要因を考慮し、平成20年11月7日に公表いたしました通期業績予想を修正いたします。なお、当該業績

予想数値の修正の詳細につきましては、本日平成21年2月9日公表の「平成21年3月期通期業績予想の修正及び特別

損失の発生に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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 

    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    

  

該当事項はありません。  

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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：百万円）

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 2,217 15,554

預け金 9,701 19,972

受取手形 714 1,645

商業手形 7,759 20,531

営業貸付金 53,258 76,478

その他 547 766

貸倒引当金 △31,199 △33,553

流動資産合計 42,999 101,395

固定資産   

有形固定資産 2,901 6,246

無形固定資産 11 0

投資その他の資産 796 1,231

固定資産合計 3,709 7,478

資産合計 46,708 108,874

負債の部   

流動負債   

短期借入金 11,391 38,574

1年以内返済予定の長期借入金 837 5,843

未払法人税等 118 193

賞与引当金 4 55

係争関係損失引当金 6,534 7,466

その他 1,815 2,524

流動負債合計 20,702 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 101 65

係争関係損失引当金 10,005 12,127

その他 39 92

固定負債合計 10,553 22,907

負債合計 31,255 77,564



（単位：百万円）

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 35,195 59,609

資本剰余金 － 10,938

利益剰余金 △16,595 △35,381

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 15,470 32,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 △29

土地再評価差額金 △5 △696

評価・換算差額等合計 △17 △726

純資産合計 15,453 31,310

負債純資産合計 46,708 108,874



(2)四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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  

受取割引料 714

営業貸付金利息 3,095

手数料収入 55

その他の営業収益 159

営業収益合計 4,024

営業費用  

金融費用 749

その他の営業費用 262

営業費用合計 1,011

営業総利益 3,013

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,203

貸倒引当金繰入額 10,038

係争関係損失引当金繰入額 3,708

その他 2,654

販売費及び一般管理費合計 17,604

営業損失（△） △14,591

営業外収益  

受取配当金 4

雑収入 10

営業外収益合計 14

営業外費用  

支払利息 5

雑損失 2

営業外費用合計 7

経常損失（△） △14,584

特別利益  

固定資産売却益 134

新株予約権付社債消却益 421

特別利益合計 556

特別損失  

固定資産処分損 385

投資有価証券売却損 52

減損損失 1,200

特別退職金 199

特別損失合計 1,838

税金等調整前四半期純損失（△） △15,866

法人税、住民税及び事業税 8

四半期純損失（△） △15,874



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △15,866

減価償却費及びその他の償却費 294

減損損失 1,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,354

賞与引当金の増減額（△は減少） △50

係争関係損失引当金の増減額（△は減少） △3,054

受取配当金 △4

支払利息 5

固定資産売却損益（△は益） 245

固定資産処分損益（△は益） 5

投資有価証券売却損益（△は益） 52

特別退職金 199

新株予約権付社債消却益 △421

預け金の増減額（△は増加） 10,271

受取手形の増減額（△は増加） 930

商業手形の増減額（△は増加） 12,772

営業貸付金の増減額（△は増加） 23,220

その他の流動資産の増減額（△は増加） 218

商業手形流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△9,132

手形債権流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△16,550

その他の営業活動による増減額（△は減少） △909

小計 1,072

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △3

特別退職金の支払額 △120

法人税等の支払額 △58

営業活動によるキャッシュ・フロー 895

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 △452

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 △35

有形固定資産の売却による収入 1,882

無形固定資産の取得による支出 △139

投資有価証券の取得による支出 △9

投資有価証券の売却による収入 156

その他の投資活動による増減額（△は減少） 213

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,913



（単位：百万円）

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) 

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） △1,500

長期借入金の返済による支出 △5,720

新株予約権付社債の買入消却による支出 △4,850

社債の償還による支出 △4,228

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 △16,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,490

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 1,764



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。 

  

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3四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、債

権ポートフォリオ再構築に伴う貸出金の著しい減少、利息返還請求の高止まり、貸倒引当金の積み増し並びに

保有資産売却予定に伴う減損損失の計上等が業績への大きな圧迫要因となり、営業損失14,591百万円、経常損

失14,584百万円、四半期純損失15,874百万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12月31日現在借入金残高506百万円)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第3四半期連結会計期間末において継続企業の前提に重要な疑義を

抱かせる事象が存在しております。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく、平成21年2月9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3四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、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ました。今後も、保有資産の売却並びに

人件費・物件費の削減を推進し、一層の経営効率化を図ってまいります。   

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

債の買入消却及び借入金の返済等を行ってきた結果、将来の返済負担は大幅に減少しております。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、継続的な取引を維持していただ

く見込みとなっております。また、人件費・物件費の削減効果が今後顕在化するとともに、保有資産の売

却についても引き続き進めて行くことで、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、事業の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。 

  

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) 

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。  

  

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) 

  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。  

  

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) 

海外売上高はありませんので、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 

a．事業の種類別セグメント情報 

b．所在地別セグメント情報 

c．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。 



「参考資料」  

前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～平成19年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（百万円）

Ⅰ 営業収益  11,856

   受取割引料   1,685

     受取利息  9,417

   受入手数料  91

   その他  661

Ⅱ 営業費用  2,919

金融費用  2,123

   その他  795

     営業総利益  8,937

Ⅲ 販売費及び一般管理費  19,450

     人件費  3,163

     物件費  4,061

     貸倒関係費  12,225

     営業損失（△） △10,512

Ⅳ 営業外収益  31

Ⅴ 営業外費用  25

     経常損失（△） △10,506

Ⅵ  特別利益  402

     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

Ⅶ 特別損失  411

   固定資産処分損  2

   特別退職加算金  408

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△10,514

法人税、住民税及び事業税  47

四半期純損失（△） △10,561



（2）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第3四半期連結累計期間(平成19年4月1日～平成19年12月31日) 

  
前年同四半期

 （平成20年3月期 
第3四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前四半期純損  
失(△) 

△10,514

減価償却費及び償却費  651

貸倒引当金の増加額  1,118

賞与引当金の減少額 △80

係争関係損失引当金の減少
額 

△298

受取配当金 △1

支払利息  3

新株発行費償却  10

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

有形固定資産除却損  1

固定資産売却損  1

特別退職加算金  408

預け金の増加額 △1,161

受取手形の減少額  1,561

商業手形の減少額  6,891

営業貸付金の減少額  19,086

その他の流動資産の減少額  301

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 

△2,748

前受収益の減少額 △876

その他 △132

小計  6,077

配当金の受取額  1

利息の支払額 △3

特別退職加算金の支払額 △26

法人税等の支払額 △62

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  5,986



  

  
前年同四半期

（平成20年3月期 
 第3四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預け入れによる
支出 

△300

有形固定資産の取得による
支出 

△41

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 

△449

投資有価証券の取得による
支出 

△15

投資有価証券の売却による
収入  0

その他  57

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△716

Ⅲ   財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の増減  1,343

長期借入金の返済による 
支出 

△10,001

社債の償還による支出 △500

新株予約権付社債の繰上償
還による支出 

△1,557

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 

△12,315

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 

△7,045

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四半
期末残高  11,224



貸出金の状況 

  

  

６．その他の情報 

  （単位：百万円） 

区分 

前第3四半期連結累計期間
（自  平成19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日) 

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） 

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 

 

 

1,685  

 

14.2  

 

714  

 

17.8  

 

2,130  

 

14.5

営業貸付金

利息 

手形貸付  6,069  51.2  1,991  49.5  7,519  51.3

証書貸付  3,341  28.2  1,081  26.9  4,000  27.3

その他貸付  7  0.0  22  0.5  15  0.1

小計  9,417  79.4  3,095  76.9  11,535  78.7

その他の 

営業収益  

手数料収入  91  0.8  55  1.4  115  0.8

預金利息  6  0.1  4  0.1  11  0.1

不動産賃貸収入  654  5.5  154  3.8  874  5.9

その他  －  －  0  0.0  －  －

小計  753  6.4  215  5.3  1,000  6.8

合計  11,856  100.0  4,024  100.0  14,666  100.0

融資

残高 

商業手形割引  25,099  22.8  7,759  12.7  20,531  21.2

営業貸付金 

手形貸付  62,418  56.8  39,025  64.0  56,139  57.9

証書貸付  22,049  20.1  13,902  22.8  20,009  20.6

その他貸付  330  0.3  330  0.5  330  0.3

小計  84,798  77.2  53,258  87.3  76,478  78.8

合計  109,897  100.0  61,018  100.0  97,010  100.0
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