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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 653 ― △242 ― △223 ― △106 ―
20年3月期第3四半期 2,113 △38.8 △3,209 ― △3,202 ― △4,001 ―

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 △2.69 ―
20年3月期第3四半期 △101.57 ―

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 2,596 781 30.1 19.85
20年3月期 11,141 1,241 11.1 31.52

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  781百万円 20年3月期  888百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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 797 △68.1 △392 ― △366 ― △367 ― △9.33

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．その他をご覧ください。  

(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 をご覧ください。  

(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  40,000,000株 20年3月期  40,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  601,543株 20年3月期  600,439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  600,764株 20年3月期第3四半期  600,391株

１．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。実際の実績等は業績の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、３ページ 【定性的情報・財務諸表】 ４．その他 をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第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。  



当第３四半期はサブプライムローン問題やリーマン・ブラザーズの経営破綻などにより、100年に一度
とも言われる世界的な経済危機を迎えることとなりました。わが国経済は、対欧米輸出の鈍化や円高によ
る大手企業の収益悪化により景況感は一層悪化し、さらに新卒社会人の就職内定の取り消し問題や派遣労
働者の解雇などの雇用不安により、景気後退の局面はますます厳しい状況となりました。 
 当貸金業界におきましては、法的債務整理の急増や利息返還請求の高止まりの状況が続いており、また
事業の規制強化となる、貸付金の総量規制や上限金利の引き下げなどの段階的な実施が予定されている貸
金業法が平成19年12月19日に施行され、当業界の事業環境は急激に変化し、多くの中小事業者が市場から
の撤退を余儀なくされる厳しい状況となっております。 
 このような状況において、当社は債権の早期回収と保全及び不良債権の圧縮を鋭意進め、事業の縮小均
衡により期間損益の改善を図ることに注力いたしました。 
 このような結果、当第３四半期の業績は、営業収益６億53百万円、営業損失２億42百万円、経常損失２
億23百万円、当四半期純損失１億６百万円となりました。 
  
事業部門別の状況は、次のとおりであります。 
［事業者金融部門］ 

 当第３四半期におきましては、新規融資を行わず債権の早期回収と保全に努めた結果、営業貸付金残高
は19億79百万円、営業収益は１億13百万円、営業損失が３億15百万円となりました。 
［消費者金融部門］ 

 当第３四半期におきましては、厳格な与信管理のもと新規融資獲得の営業努力にも拘らず融資実績はな
く、専ら債権の回収及び保全に努めた結果、営業貸付金残高は20億83百万円となり、営業収益は５億40百
万円、営業利益が１億93百万円となりました。 
  

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 (資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べて56.2％減少し、24億81百万円となりました。これは、現金及び預
金が５億66百万円、営業貸付金が36億61百万円減少したこと、貸倒引当金が10億73百万円戻入れしたこ
とによる増加などによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べて65.3％減少し、１億14百万円となりました。これは主に投資有価
証券の売却２億１百万円などによります。 
 この結果、総資産は前事業年度末に比べて56.7％減少し、25億96百万円となりました。 

 (負債) 
 流動負債は、前事業年度末に比べて64.1％減少し、18億14百万円となりました。これは、短期借入金
が29億円、一年内返済予定の長期借入金が３億14百万円それぞれ減少したこと、利息返還損失引当金が
１億円増加したことなどによります。 
 固定負債は、前事業年度末の長期借入金50百万円が返済により減少しております。この結果、負債合
計は前事業年度末に比べて64.5％減少し、18億14百万円となりました。 

 (純資産) 
 純資産合計は、前事業年度末に比べて11.9％減少し、７億81百万円となりました。これは、主として
利益剰余金が１億６百万円減少したことなどによります。 
  

②キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に

比べ５億66百万円減少し、四半期末残高は１億23百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 税引前四半期純損失が１億４百万円となり、貸倒額を除く営業貸付金の純減少25億40百万円による
資金の増加、非資金費用である営業貸付金の貸倒額11億21百万円、貸倒引当金の減少10億73百万円並
びに利息返還損失引当金の増加１億円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは24億98百万円
の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による２億２
百万円の増加などにより１億99百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 長短借入金の純減少による32億64百万円の資金減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フロ
ーは32億64百万円の支出となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報



当期の通期業績予想につきましては、平成20年11月18日に公表いたしました「業績予想の修正に関する
お知らせ」をご参照ください。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が当第２四半期会計期間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、当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお
ります。 

２．利息返還損失引当金の算定方法 
 当第３四半期会計期間末の利息返還損失の発生状況が当第２四半期会計期間末に算定基準としたも
のと著しい変化がないと認められるため、当第２四半期会計期間末の算定基準を使用して返還見込額
を計上しております。 

３．経過勘定項目の算定方法 
 固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概
算額で計上する方法によっております。  

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の
発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

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。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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



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 123,325 689,422 

営業貸付金 4,062,950 7,724,475 

未収収益 68,628 108,072 

その他 36,463 27,964 

貸倒引当金 △1,809,612 △2,883,257 

流動資産合計 2,481,755 5,666,677 

固定資産   

有形固定資産 10,414 12,236 

無形固定資産 59,721 70,173 

投資その他の資産 44,833 248,810 

固定資産合計 114,969 331,220 

資産合計 2,596,724 5,997,897 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 600,000 3,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 314,000 

利息返還損失引当金 1,140,680 1,040,272 

その他 74,112 205,575 

流動負債合計 1,814,792 5,059,847 

固定負債   

長期借入金 － 50,000 

固定負債合計 － 50,000 

負債合計 1,814,792 5,109,847 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,062,400 3,062,400 

資本剰余金 1,875,800 1,875,800 

利益剰余金 △4,082,185 △3,976,100 

自己株式 △74,082 △74,049 

株主資本合計 781,932 888,049 

純資産合計 781,932 888,049 

負債純資産合計 2,596,724 5,997,897 



(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 653,782

営業費用 896,084

営業利益 △242,301

営業外収益  

償却債権譲渡益 11,977

雑収入 7,400

営業外収益合計 19,378

営業外費用  

雑損失 283

営業外費用合計 283

経常利益 △223,207

特別利益  

投資有価証券売却益 645

貸倒引当金戻入額 77,396

利息返還損失引当金戻入額 40,652

特別利益合計 118,693

特別損失  

電話加入権売却損 125

特別損失合計 125

税引前四半期純利益 △104,639

法人税、住民税及び事業税 1,445

法人税等合計 1,445

四半期純利益 △106,084



【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 138,348

営業費用 217,614

営業利益 △79,265

営業外収益  

雑収入 1,377

営業外収益合計 1,377

営業外費用  

雑損失 253

営業外費用合計 253

経常利益 △78,141

特別利益  

利息返還損失引当金戻入額 40,652

特別利益合計 40,652

税引前四半期純利益 △37,489

法人税、住民税及び事業税 481

法人税等合計 481

四半期純利益 △37,970



(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 △104,639

減価償却費 15,135

長期前払費用償却額 1,581

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,073,644

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 100,408

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30,944

営業貸付金の増加額 △38,476

営業貸付金の回収額 2,578,919

営業貸付金の貸倒額 1,121,081

その他 △129,767

小計 2,501,542

法人税等の支払額 △3,406

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,498,136

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 202,590

その他の投資活動による増減額（△は減少） △2,790

投資活動によるキャッシュ・フロー 199,800

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） △2,900,000

長期借入金の返済による支出 △364,000

その他 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,264,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △566,097

現金及び現金同等物の期首残高 689,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 123,325



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。 

  

当第３四半期会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
当社は、前々事業年度において96百万円の営業損失、98百万円の経常損失及び１億45百万円の当期純

損失を計上し、前事業年度においては35億80百万円の営業損失、35億58百万円の経常損失及び43億55百
万円の当期純損失を計上するに至り、２期連続で営業損失、経常損失及び当期純損失を計上する結果と
なり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
前事業年度において重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上するに至ったのは、当該事業年

度当時の急激な貸金市場の信用収縮に伴う貸倒の増大に対処するために、債権の実状に合わせて債権分
類の定義を見直し貸倒懸念債権等の将来発生するであろう貸倒リスクを合理的に見積もったことによる
貸倒引当金繰入額28億83百万円及び貸倒損失10億６百万円を計上したこと、繰延税金資産の回収可能性
を保守的に見積もり繰延税金資産６億50百万円を取り崩したことが主たる要因であります。 
当第３四半期会計期間においては営業損失79百万円、経常損失78百万円及び四半期純損失37百万円を

計上し、利益剰余金は40億82百万円のマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が解
消または大幅に改善される状況には至っておりません。 
当社は前期に引き続き、平成19年12月19日に施行された貸金業法の改正による総量規制の導入や上限

金利の引下げ等の段階的な施行に伴い想定される貸金業市場での更なる経営環境の悪化を考慮、検討
し、営業戦略の基本として、事業規模の拡大を図るのではなく当面は新規融資を行わずに既存の優良債
権の保全とそれによる収益確保を目指し、債権の早期回収と不良債権の圧縮、貸倒債権の償却を鋭意進
めることにより事業規模の縮小均衡を図ること及び財務面では有利子負債の圧縮を最重要課題とし、継
続企業の前提に関する重要な疑義を解消または大幅な改善を図るため取組んでまいりました。 
しかしながら、当貸金業界におきましては、法的債務整理の増加や利息返還請求の高止まりの状態が

続くなか、平成22年には貸付金の総量規制や上限金利の引下げを伴う貸金業法の完全施行が予定されて
おり、当業界の経営環境は極めて厳しい状況となっております。また、資金調達におきましては、各金
融機関の当社に対する与信は極端に低下しており、現時点においては、今後の事業継続のための新規資
金調達は不可能と判断せざるを得ない状況にあります。加えて昨今の急激な世界的な金融市場の収縮、
急速な景気の悪化も伴い、十分な結果は得られないまま今日に至っております。 
当社はこのような経緯と将来の経営環境を踏まえ、平成20年11月18日開催の取締役会において、事業

から撤退することが最良の選択であると判断し、上場廃止及び貸金事業からの撤退を決意いたしまし
た。なお、当社親会社である株式会社ユニマットホールディングは、今回の非上場化に賛同し、当社の
事業撤退につき引き続き協力する旨の意見を表明しております。 
従いまして、上場廃止後は、会社が直ちに消滅することはなく、引き続き最小のコストで残存する貸

付金債権の回収を事業目的とした体制をとり、債権回収と借入金の返済に専念し、鋭意努力し進めてま
いります。 
四半期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四半期財務

諸表には反映しておりません。 
  

該当事項はありません。 

  

当社は平成21年１月28日の臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、当社の非上
場化のための定款一部変更および全部取得条項付株式の取得ならびに資本金、資本準備金および利益準
備金の額の減少等につき付議いたしましたところ、いずれも承認可決されました。 
この結果、当社普通株式は大阪証券取引所の上場廃止基準に該当するため、平成21年３月１日をもっ

て上場廃止となる予定であります。 
なお、詳細については以下のプレスリリースをご参照ください。 
  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6)重要な後発事象

平成21年１月７日 「当社の非上場化等のための定款一部変更および全部取得条項

付株式の取得ならびに資本金、資本準備金および利益準備金の

額の減少等に関するお知らせ」

平成21年１月28日 「当社の非上場化等のための定款一部変更および全部取得条項

付株式の取得ならびに資本金、資本準備金および利益準備金の

額の減少等に関する承認決議のお知らせ」



前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期損益計算書 

  

 
  
  
  

「参考」

前年同四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

科  目 金 額(千円)

Ⅰ 営業収益 2,113,044

Ⅱ 営業費用 5,322,517

   営業損失 3,209,472

Ⅲ 営業外収益 7,214

   経常損失 3,202,258

Ⅴ 特別損失 157,754

   税引前四半期純損失 3,360,013

   税金費用 641,630

   四半期純損失 4,001,643




