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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 6,815 10.4 3,116 △6.6 3,123 △6.1 1,721 △7.3

20年3月期 6,175 23.2 3,336 26.7 3,327 29.2 1,857 28.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 15,658.42 ― 10.6 5.4 45.7
20年3月期 17,112.32 ― 12.8 6.4 54.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 55,900 16,848 30.1 153,283.74
20年3月期 58,878 15,474 26.3 140,775.32

（参考） 自己資本  21年3月期  16,848百万円 20年3月期  15,474百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 5,026 376 △4,418 2,890
20年3月期 △11,562 △28 10,922 1,906

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 329 17.5 2.2
21年3月期 ― 1,650.00 ― 1,500.00 3,150.00 346 20.1 2.1

22年3月期 
（予想）

― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 23.3

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

2,820 △15.8 1,348 △24.1 1,351 △24.1 751 △24.1 6,838.72

通期 5,285 △22.4 2,541 △18.5 2,545 △18.5 1,416 △17.7 12,885.34



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、19ページ「重要な会計方針」及び22ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 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 109,935株 20年3月期 109,935株

② 期末自己株式数 21年3月期 15株 20年3月期 15株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、本資料の発表日現在において当社が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、これらの予想数値と大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や信用収縮の連鎖

が世界的な金融危機へと発展したこと等の影響を受け、輸出や生産の大幅な減少、企業収益の悪化、それに伴う設備

投資の減少や雇用情勢の悪化等、景気は極めて厳しい状況となっております。

不動産金融市場におきましても、金融市場の混乱に起因した不動産投資マネーの収縮による不動産市況の低迷は依

然として続いており、それに伴う建設・不動産関連企業の倒産が相次ぐ等、不動産金融市場の先行きは引き続き予断

を許さない状況にあります。

このような環境の下、当社におきましては、当社の経営方針であります堅実経営の姿勢を崩さず、とりわけ第３四

半期以降は与信の厳格化を図り新規貸付を抑制し、既存の債権に関しましては途上与信管理における債権メンテナン

スに一層注力することで、健全な債権内容の維持に努めてまいりました。その結果、第２四半期までは営業貸付金残

高は堅調に増加しておりましたが、第３四半期以降は減少に転じ、期中平均営業貸付金残高は、前事業年度の49,535,483

千円から6,305,711千円増加の55,841,194千円となったものの、当事業年度末の営業貸付金残高は、前事業年度末の

55,133,012千円から3,787,688千円（6.9％）減少の51,345,324千円となりました。

以上の結果、当事業年度の業績は、営業収益は期中平均営業貸付金残高が前事業年度を上回ったこと等により、

6,815,555千円（前年同期比10.4％増）となりましたが、販売用不動産売上原価の増加や、金融市場の混乱・不動産市

況の低迷に起因する貸倒れによる損失に備えるために貸倒引当金を積み増ししたこと等により、営業利益3,116,585千

円（同6.6％減）、経常利益3,123,842千円（同6.1％減）、当期純利益1,721,173千円（同7.3％減）と増収減益となり

ました。

次期の見通しにつきましては、現在の景気及び不動産市況の回復には時間を要することが予想され、不動産金融市

場における先行き不透明感は依然として続くものと見込まれます。 

このような環境の下、当社といたしましては、これまでと同様に財務の健全性を重視した慎重な姿勢を貫き、貸付

審査の厳格化及び既存債権の途上与信管理に注力することで、健全な債権内容の維持に努めてまいります。

平成22年３月期の業績の見通しにつきましては以下のとおりです。

（単位：千円）

 平成22年３月期（予想) 平成21年３月期（実績)

営業収益 5,285,662 6,815,555

営業利益 2,541,381 3,116,585

経常利益 2,545,731 3,123,842

当期純利益 1,416,357 1,721,173



(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

a.資産の部

流動資産

当事業年度末の流動資産は、とりわけ第３四半期以降、与信の厳格化を図り新規貸付を抑制したことによ

り、営業貸付金が前事業年度末の55,133,012千円から3,787,688千円減少し、51,345,324千円となったこと、

金融市場の混乱や不動産市況の低迷に起因した貸倒れによる損失に備えるため、貸倒引当金を積み増しした

ことにより、貸倒引当金が前事業年度末の71,300千円から310,700千円増加の382,000千円となったこと等が

主たる要因となり、当事業年度末における流動資産の残高は54,835,964千円（前事業年度末は57,628,094千

円）となり、前事業年度末に比べて2,792,130千円減少いたしました。

固定資産

当事業年度末の有形固定資産は、本社及び銀座支店の社屋売却による土地及び建物の減少が442,253千円、

高崎支店、宇都宮支店及び長野支店の移転に伴う建物等の除却及び建物等の償却による減少が26,885千円と

なったこと等により、206,088千円（前事業年度末は667,560千円）となり、前事業年度末に比べて461,472千

円減少いたしました。無形固定資産は、ソフトウェアの取得が4,947千円あったものの、償却による減少が

11,379千円となったことにより、29,599千円（前事業年度末は36,030千円）となり、前事業年度末に比べて

6,431千円減少いたしました。投資その他の資産は、破産更生債権等が前事業年度末に比べて275,978千円の

増加となったこと等により、828,715千円（前事業年度末は546,730千円）となり、前事業年度末に比べて

281,984千円増加いたしました。

b.負債の部

流動負債

当事業年度末の流動負債は、短期借入金が516,000千円（前事業年度末は3,409,768千円）となり、前事業

年度末に比べて2,893,768千円の減少、コマーシャル・ペーパーが前事業年度末に比べて994,242千円の減少

となったほか、未払金が前事業年度末に比べて90,673千円の減少、未払法人税等が前事業年度末に比べて

146,942千円の減少、前受収益が前事業年度末に比べて51,528千円の減少となったものの、１年以内返済予定

の長期借入金が17,727,591千円（前事業年度末は12,794,230千円）となり、前事業年度末に比べて4,933,361

千円の増加となったこと等により、当事業年度末における流動負債の残高は19,411,969千円（前事業年度末

は18,682,408千円）となり、前事業年度末に比べて729,560千円増加いたしました。

固定負債

当事業年度末の固定負債は、長期借入金が18,726,693千円（前事業年度末は23,844,717千円）となり、前

事業年度末に比べて5,118,024千円の減少となったこと等により、当事業年度末における固定負債の残高は

19,639,447千円（前事業年度末は24,721,984千円）となり、前事業年度末に比べて5,082,536千円減少いたし

ました。

c.純資産の部

当期純利益計上に伴う繰越利益剰余金が1,759,176千円（前事業年度末は1,818,875千円）となったものの、利

益準備金及び別途積立金の積立てにより利益剰余金が14,542,351千円（前事業年度末は13,167,425千円）となり、

当事業年度末における純資産の残高は16,848,949千円（前事業年度末は15,474,023千円）となり、前事業年度末

に比べて1,374,925千円増加いたしました。



②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、短期借入金の返済やコマーシャ

ル・ペーパーの償還による資金の減少があったものの、税引前当期純利益の計上や営業貸付金の減少による資金

の増加が主たる要因となり、前事業年度末に比べて984,659千円増加し、当事業年度末には2,890,768千円となり

ました。

当事業年度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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは5,026,753千円の増加（前事業年度は11,562,209千円の減少）となりまし

た。

これは主に、法人税等の支払額が1,685,323千円となったものの、税引前当期純利益の計上が3,094,127千円あっ

たことと、営業貸付金が3,787,688千円減少したこと等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）

投資活動によるキャッシュ・フローは376,272千円の増加（前事業年度は28,983千円の減少）となりました。

これは主に、本社及び銀座支店の社屋売却及び賃貸借契約に伴い、有形固定資産の売却による収入が424,300千

円、敷金の差入による支出が43,020千円あったこと等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）

財務活動によるキャッシュ・フローは4,418,366千円の減少（前事業年度は10,922,676千円の増加）となりまし

た。

これは短期借入れによる収入3,726,000千円と短期借入金の返済による支出6,619,768千円により資金が2,893,768

千円減少したこと、コマーシャル・ペーパーの発行による収入5,005,757千円とコマーシャル・ペーパーの償還に

よる支出6,000,000千円により資金が994,242千円減少したこと及び配当金の支払額が345,692千円となったこと等

によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 29.3 28.7 29.8 26.3 30.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 63.4 20.7 10.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － 7.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － 4.2

（注）１．各指標は、以下の算式により算出しております。

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

４．平成18年３月期以前においては、当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は算出しておりま

せん。

５．平成17年３月期から平成20年３月期までのキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び、インタレスト・カバレッ

ジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分に関する基本方針といたしましては、１株当たり利益水準を高めるべく収益力の向上に努め、その収益

力を基準に企業体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を考慮したうえで増配・株式分割等の方策

により、株主に対し積極的に利益還元を行う方針です。

このような基本方針を踏まえて、配当性向は概ね20％を目標といたしておりますので、当期利益の増減に伴い配

当金も変動させていく方針です。又、内部留保金につきましては営業貸付金に充当し営業力の強化を図っていく方

針です。

(4）事業等のリスク

以下に記載いたしました「事業等のリスク」は本決算短信の提出日現在において、当社が把握している情報に基

づく想定、及び見解を基に当社の事業展開上リスクとなる可能性があると考えられる主要な事項を記載いたしてお

ります。

しかしながら、以下に記載いたしましたリスクについては、リスクの全てを網羅しているものではありません。

又、将来の経済情勢や不動産担保ローン業界を取り巻く市場環境の変化など、様々な不確定要因により新たなリス

クが発生する可能性があります。

①　市場環境の変化について

米国の金融危機に端を発した世界規模での金融経済環境の悪化により、わが国の不動産市場は冷え込みが続

いており、地価も下落傾向が続いております。

このような環境の下、当社は貸付における与信厳格化、途上与信管理における債権メンテナンス（担保不動

産の再評価等）に注力し、健全な債権内容の維持に努めております。

しかしながら、今後市場環境が悪化した場合、担保不動産の価格下落による貸倒リスクが高まることにより、

当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　法的規制について

当社の不動産担保ローン事業は平成18年12月20日に公布され、平成19年12月19日より施行された改正「貸金業法」、

「利息制限法」及び「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という）の適用を

受けております。

a.貸金業法の業務規制に伴うリスク 

当社は「貸金業法」第３条に基づき、昭和58年12月20日付で関東財務局の貸金業登録を受け、３年ごとに更

新登録を行っております（登録番号　関東財務局長 (9)第00035号）。この貸金業者登録により各種の業務規制

（過剰貸付等の禁止、貸付条件の広告等、誇大広告の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付、白紙

委任状取得の制限、取立て行為の規制、債権証書の返還等）と、これらの規制に違反した場合の行政処分（業

務の全部又は一部の停止並びに貸金業登録の取り消し等）並びに罰則等の措置が設けられております。

更に、「貸金業法」の施行に当たって、監督官庁である金融庁が定める「貸金業者向けの総合的な監督指針」

の適用も受けており、貸金業法における行動指針が定められております。

当社は「貸金業法」及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の遵守を徹底しており、現時点において法令

に抵触する事実はないものと認識しておりますが、今後何らかの理由により当社並びに当社の役員及び従業員

が法令に抵触した場合、業務の全部又は一部の停止が命ぜられ、又は登録が取消され、当社の事業活動に支障

を来たすとともに、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。今後の法律改正等による

業務規制の変更等で業務が制限された場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

b.貸付金利の規制に伴うリスク

貸付上限金利は平成19年12月19日に施行された「貸金業法」でみなし弁済制度（所謂、グレーゾーン金利）

が廃止され「出資法」における貸付上限金利が年20％に引き下げられます（貸金業法施行から２年半以内）。

この結果、利息制限法の上限金利（貸付元本額により年20％～15％）と出資法の上限金利（年20％）間の金利

での貸付については行政処分の対象となります。なお、当社の場合は貸付元本額が１百万円を超過しますので

利息制限法で規定されている年15％以下の金利が上限として適用されます。

当社は既に上限金利以下で貸付を行っており、当社の業績に特段の影響は生じないものと考えておりますが、

更なる上限金利の引き下げが行われた場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。



c.利息返還損失の発生

当社の過去の貸付契約の中には、当社の貸付上限金利が「利息制限法」に基づく上限金利を越えて適用して

いたものがあり、顧客の請求により当該超過利息の返還が発生する場合があります。

当社は平成19年３月期にはじめて超過利息の返還を求める請求が発生したことから利息返還損失引当金を計

上し、平成21年３月期末においても23,800千円の引当金を計上しております。

今後、利息返還損失の発生が拡大した場合には当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

d.その他の法律による影響について

個人情報保護法について

平成17年４月１日に「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、当社は同法における個人情報取扱

事業者に該当し、個人情報の適正な利用・管理が義務付けられております。

当社は「個人情報保護および安全管理に関する規程」及び「個人情報保護および安全管理に関する細則」

を制定し、社内管理体制を整備するとともに、システム面においても、データの管理、アクセス権の制限等、

セキュリティの強化を図ってまいりました。同時に、コンプライアンス体制を強化し社員一人一人の意識を

高める取り組みをしております。

しかしながら、万一、何らかの理由により個人情報の漏洩又は同法に違反した場合には、同法による制裁

を受けるだけではなく、社会的信用を失墜することになり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

③　資金調達について

a.金利上昇によるリスク

調達金利は市場環境等により変動いたしますが、当社では金利の動向を見据えて調達金利の固定化、金利

キャップ、或いは金利スワップ等を活用することにより金利上昇リスクの軽減を図っていく方針でおります。

今後、金利の上昇によっては資金調達コストが上昇し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

b.資金調達状況

当社は、営業貸付金を中心とした事業運営全般に対して必要となる資金を金融機関等からの借入やコマーシャ

ル・ペーパーによる市場からの調達により賄っております。

当社は近年、資金の調達方法を徐々に多様化してきており、現状では資金の調達が著しく困難ではないもの

と考えておりますが、今後更に金融市場の不安定化が生じた場合には、必要資金の調達が困難となり、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。



④　貸倒リスクについて

当社の不動産担保ローンは、概ね１年から５年の期間でお客様に融資いたしております。担保物件の多くは居住

用不動産ですが、景気動向、金利動向、地価動向等によって価額の影響を受けます。

また、担保の一部には収益不動産がありますが、同様に金利動向、賃貸の需給バランスによる賃料相場等により

価額の影響を受けます。

当社は、商業不動産、大型不動産、特殊な用途の不動産等需要が限定的な不動産は原則として担保とせず、一顧

客当りの平均貸付額は16,600千円程度（平成21年３月期）と小口分散を図っておりますが、不動産価額の変動によっ

ては貸倒れが増加し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社の最近５事業年度における営業債権に係る貸倒引当金及び貸倒損失は以下のとおりであります。

 
 第36期

(平成17年３月期)

 第37期

(平成18年３月期)

第38期

(平成19年３月期)

第39期

(平成20年３月期)

第40期

(平成21年３月期)

貸倒引当金

（千円）

（貸倒引当率） 

178,300

 （0.60％）

72,000

 （0.21％）

68,000

 （0.16％）

81,500

 （0.15％）

431,400

（0.84％）

貸倒償却額

（千円）

（貸倒償却率）

10,269

 （0.03％）

13,725

 （0.04％）

32,307

 （0.08％）

17,355

 （0.03％）

61,973

 （0.12％）

営業債権

期末残高

（千円）

29,906,255 33,782,670 41,487,801 55,143,436 51,631,726

(注)１．貸倒引当率＝営業債権に係る貸倒引当金 / 営業債権期末残高

２．貸倒償却額＝貸倒引当金目的取崩額＋貸倒損失額

３．貸倒償却率＝貸倒償却額 / 営業債権期末残高

⑤　人材の確保育成

当社の人材採用は原則として新卒採用のみであり、入社後３年かけて金融と不動産の専門知識を身につけた１人

前の営業社員として戦力化を図っております。そのため、離職者が出た場合においても中途採用で人員補充を図る

ことはしないため、採用した人材の離職率が多かったり、十分な戦力となり得ない場合には、当社の財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。



２．企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。



３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

当社は堅実性、成長性及び社会性を兼ね備えた、社会から信頼される会社として存続し続けることを経営の基本

方針といたしております。

具体的な形としてお客様から「当社を利用してよかった、また利用したい」、株主の皆様方からは「アサックス

の株主になってよかった」、取引先金融機関からは「安心して貸出ができる」、及び社員からは「誇りを持って働

ける」会社でありたいと思っております。

(2）目標とする経営指標

当社が目標とする経営指標といたしましては、株主価値の向上と安定した経営を持続していくため、自己資本利

益率（ROE）、総資産当期純利益率（ROA）、自己資本比率及び配当性向を重視いたしております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社が行っている不動産担保ローン事業は、不動産市況の影響を受けることが多く、現在のように市況が冷え込

み地価が下落している局面におきましては、担保価値の下落による貸倒リスクをいかに抑えていくかが重要となっ

てまいります。また、地価の上昇局面においては、ビジネスチャンスは広がりますが、反落した場合のリスクを常

に意識した経営が必要であります。

そのため、当社では好況時、不況時にかかわらず「財務の健全性」を重視し、貸倒を抑えたローコスト経営を堅

持することで、着実な成長を続けていけることを基本方針としております。

今後、中長期に亘って当社が成長を続けていくためには、財務の健全性に加え、積極的な営業展開も必要不可欠

であります。現在の環境下では、経営のスタンスはどうしてもディフェンシブにならざるを得ませんが、不動産市

況等に改善の兆しが見られる状況になってくれば、営業エリアの拡大（地方中核都市への支店展開）、及び不動産

担保ローンのノウハウを十分に活用できる新規事業の開拓も視野に経営を行ってまいる所存であります。

(4）会社の対処すべき課題

①　知名度向上による企業ブランド力の強化

当社はインターネット広告及び交通広告を中心にプロモーション活動を展開し、企業認知度及びブランド力の

向上を図っておりますが、対象顧客が不動産所有者に限定されてしまう制約上、費用対効果の面で、大々的なプ

ロモーション活動が難しいのが現状であります。当社といたしましては、地道な活動を通じ、ブランド力の浸透

を図っていく所存であります。

②　企業体質の強化 

当社はお客様の企業採算に乗る金利での資金供給を経営の基本方針にしております。この方針に基づき、お客

様への貸付金利の引き下げを図っております。そのためには、優良な顧客の開拓を積極的に行い、信用コストを

抑えた良質な営業貸付金残高を積み上げるとともに、資金調達面におきましても金融機関よりの借入コストの軽

減を図ることに加えて、直接市場からの低利での資金調達にも注力し、財務内容の健全性を高め、企業体質の強

化を図ってまいります。

③　人材の育成

当社の財産は社員であり、当社が健全に成長していくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤルティ

が高い優秀な社員の育成が必須と認識しております。そのため、当社では社員のキャリアに応じた階層別の研修

体制を構築し、知識や技術の習得のみならず、企業理念の涵養やコンプライアンスの徹底も図り、人材の育成に

努めております。

このような方針に基づき、当社は新規卒業者のみを採用し３年掛けて一人前の「アサックスマン」となるよう

育成を行っております。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,906,109 2,890,768

営業貸付金 ※2, ※3, ※4  55,133,012 ※2, ※3, ※4  51,345,324

販売用不動産 303,129 364,949

前払費用 89,274 84,091

繰延税金資産 172,097 319,588

その他 95,771 213,241

貸倒引当金 △71,300 △382,000

流動資産合計 57,628,094 54,835,964

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  223,756 ※1  102,677

構築物（純額） ※1  903 ※1  529

車両運搬具（純額） ※1  9,732 ※1  10,509

工具、器具及び備品（純額） ※1  27,425 ※1  19,630

土地 ※2  405,742 ※2  72,742

有形固定資産合計 667,560 206,088

無形固定資産   

借地権 5,000 5,000

ソフトウエア 23,154 16,722

その他 7,876 7,876

無形固定資産合計 36,030 29,599

投資その他の資産   

破産更生債権等 ※3, ※4  10,423 ※3, ※4  286,402

長期前払費用 8,412 3,099

繰延税金資産 360,048 377,595

その他 178,046 211,018

貸倒引当金 △10,200 △49,400

投資その他の資産合計 546,730 828,715

固定資産合計 1,250,322 1,064,402

資産合計 58,878,417 55,900,366



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※2  3,409,768 ※2  516,000

1年以内返済予定の長期借入金 ※2  12,794,230 ※2  17,727,591

コマーシャル・ペーパー 994,242 －

未払金 107,603 16,929

未払費用 58,803 46,906

未払法人税等 943,437 796,494

預り金 74,903 69,930

前受収益 241,851 190,322

賞与引当金 18,970 21,594

利息返還損失引当金 32,600 23,800

その他 6,000 2,400

流動負債合計 18,682,408 19,411,969

固定負債   

長期借入金 ※2  23,844,717 ※2  18,726,693

退職給付引当金 9,040 7,539

役員退職慰労引当金 866,900 903,813

その他 1,326 1,402

固定負債合計 24,721,984 19,639,447

負債合計 43,404,393 39,051,417

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,307,848 2,307,848

利益剰余金   

利益準備金 48,550 83,174

その他利益剰余金   

別途積立金 11,300,000 12,700,000

繰越利益剰余金 1,818,875 1,759,176

利益剰余金合計 13,167,425 14,542,351

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 15,474,023 16,848,949

純資産合計 15,474,023 16,848,949

負債純資産合計 58,878,417 55,900,366



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 4,998,785 5,675,747

その他の営業収益   

手数料収入 781,812 281,015

解約違約金 241,542 224,958

不動産売上高 148,981 626,312

その他 4,565 7,521

その他の営業収益 1,176,901 1,139,807

営業収益合計 6,175,686 6,815,555

営業費用   

金融費用   

支払利息 1,086,509 1,201,395

その他 124,880 69,507

金融費用計 1,211,389 1,270,902

売上原価   

不動産売上原価 134,759 ※1  662,610

売上原価合計 134,759 662,610

その他の営業費用   

広告宣伝費 227,238 100,313

貸倒引当金繰入額 30,855 411,873

利息返還損失引当金繰入額 10,724 2,878

役員報酬 187,493 193,966

役員退職慰労引当金繰入額 35,500 36,913

給料及び手当 329,958 340,751

賞与 63,896 71,620

賞与引当金繰入額 18,970 21,594

退職給付費用 13,986 7,604

福利厚生費 65,991 74,590

減価償却費 47,543 36,989

租税公課 92,082 80,094

賃借料 86,811 80,172

その他 282,182 306,094

その他の営業費用計 1,493,232 1,765,457

営業費用合計 2,839,382 3,698,970

営業利益 3,336,304 3,116,585



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 2,614 2,107

受取手数料 78 155

雑収入 1,361 4,994

営業外収益合計 4,054 7,257

営業外費用   

株式交付費 12,382 －

営業外費用合計 12,382 －

経常利益 3,327,976 3,123,842

特別利益   

償却債権取立益 595 564

固定資産売却益 ※2  59 ※2  5,253

特別利益合計 654 5,818

特別損失   

固定資産売却損 ※3  182 ※3  23,207

固定資産除却損 ※4  4,236 ※4  1,316

会員権売却損 100 －

会員権評価損 － 11,010

特別損失合計 4,519 35,533

税引前当期純利益 3,324,111 3,094,127

法人税、住民税及び事業税 1,538,369 1,537,991

法人税等調整額 △71,322 △165,037

法人税等合計 1,467,047 1,372,954

当期純利益 1,857,063 1,721,173



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,863,488 2,307,848

当期変動額   

新株の発行 444,360 －

当期変動額合計 444,360 －

当期末残高 2,307,848 2,307,848

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,550 48,550

当期変動額   

剰余金の配当 45,000 34,624

当期変動額合計 45,000 34,624

当期末残高 48,550 83,174

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,200,000 11,300,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,100,000 1,400,000

当期変動額合計 1,100,000 1,400,000

当期末残高 11,300,000 12,700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,556,811 1,818,875

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,100,000 △1,400,000

剰余金の配当 △495,000 △380,872

当期純利益 1,857,063 1,721,173

当期変動額合計 262,063 △59,699

当期末残高 1,818,875 1,759,176

利益剰余金合計   

前期末残高 11,760,361 13,167,425

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △450,000 △346,248

当期純利益 1,857,063 1,721,173

当期変動額合計 1,407,063 1,374,925

当期末残高 13,167,425 14,542,351



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,250 △1,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,250 △1,250

株主資本合計   

前期末残高 13,622,599 15,474,023

当期変動額   

新株の発行 444,360 －

剰余金の配当 △450,000 △346,248

当期純利益 1,857,063 1,721,173

当期変動額合計 1,851,423 1,374,925

当期末残高 15,474,023 16,848,949

純資産合計   

前期末残高 13,622,599 15,474,023

当期変動額   

新株の発行 444,360 －

剰余金の配当 △450,000 △346,248

当期純利益 1,857,063 1,721,173

当期変動額合計 1,851,423 1,374,925

当期末残高 15,474,023 16,848,949



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 3,324,111 3,094,127

減価償却費 47,543 36,989

株式交付費 12,382 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,500 349,900

賞与引当金の増減額（△は減少） △311 2,624

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,445 △1,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35,500 36,913

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 100 △8,800

固定資産売却損益（△は益） － 17,953

固定資産売却益 △59 －

固定資産除却損 4,236 1,316

固定資産売却損 182 －

会員権売却損益（△は益） 100 －

会員権評価損 － 11,010

受取利息 △2,614 △2,107

営業貸付金の増減額（△は増加） △13,686,225 3,787,688

破産更生債権等の増減額（△は増加） 30,591 △275,978

販売用不動産の増減額（△は増加） △194,125 △61,820

長期前払費用の増減額（△は増加） 16,170 5,313

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,272 △11,816

未収消費税等の増減額（△は増加） － △8,203

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

4,758 389

その他の資産の増減額（△は増加） 4,395 △112,693

その他の負債の増減額（△は減少） 118,369 △151,335

小計 △10,262,677 6,709,969

利息の受取額 2,614 2,107

法人税等の支払額 △1,302,147 △1,685,323

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,562,209 5,026,753

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 2,298 424,300

有形固定資産の取得による支出 △27,743 △7,707

無形固定資産の取得による支出 △5,674 △4,947

会員権の売却による収入 1,000 －

敷金の差入による支出 － △43,020

敷金の回収による収入 － 7,666

その他 1,135 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,983 376,272



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 8,067,300 3,726,000

短期借入金の返済による支出 △7,811,031 △6,619,768

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 4,994,242 5,005,757

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △4,000,000 △6,000,000

長期借入れによる収入 25,470,662 17,739,968

長期借入金の返済による支出 △15,781,335 △17,924,631

株式の発行による収入 431,977 －

配当金の支払額 △449,138 △345,692

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,922,676 △4,418,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △668,516 984,659

現金及び現金同等物の期首残高 2,574,625 1,906,109

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,906,109 ※  2,890,768



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

(会計方針の変更)

当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ75,516千

円減少しております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。 

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　10～38年

車輌運搬具　　　　　　 4～ 6年

工具、器具及び備品　　 3～20年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。 

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　10～38年

車輌運搬具　　　　　　 　　6年

工具、器具及び備品　　 3～20年



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

―――――――

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）利息返還損失引当金

将来の利息返還損失の発生に備えるた

め、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最

近の返還状況を考慮する等により、返還

見込額を合理的に見積もり計上しており

ます。

(3）利息返還損失引当金

同左

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（適格退

職年金制度における直近の責任準備金）

及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められ

る額を簡便法により計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

 (5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

―――――――　



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ま

た、金利スワップの特例処理の要件を満

たしている場合には特例処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引

管理規程」に基づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税込方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――――― （リース取引に関する会計基準）

　当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用して

おります。

　これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――――― （キャッシュ・フロー計算書）

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「固定資産

売却益」（当事業年度は5,253千円）及び「固定資産

売却損」（当事業年度は23,207千円）は、ＥＤＩＮＥ

ＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向

上するため、当事業年度より「固定資産売却損益（△

は益）」として表示しております。

２．前事業年度まで投資活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「敷金の差

入による支出」及び「敷金の回収による収入」は、当

事業年度においては重要性が増したため区分掲記いた

しました。

なお、前事業年度における「敷金の差入による支

出」の金額は3,639千円、「敷金の回収による収入」

の金額は4,798千円であります。



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は157,289千円であります。

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は162,959千円であります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりです。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりです。

(1）担保に供している資産

営業貸付金 23,584,502 千円

土地 191,001  

建物 20,735  

計 23,796,239  

営業貸付金 25,266,051 千円

土地 43,001  

計 25,309,052  

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 3,309,768 千円

１年以内返済予定の長期借入金  

 5,100,367  

長期借入金 15,343,047  

計 23,753,182  

短期借入金 516,000 千円

１年以内返済予定の長期借入金  

 7,180,329  

長期借入金 16,151,985  

計 23,848,314  

※３　営業貸付金の方法別残高

　営業貸付金は、全て証書貸付によるものであります。

※３　営業貸付金の方法別残高

同左

※４　不良債権の状況は以下のとおりであります。 ※４　不良債権の状況は以下のとおりであります。

破綻先債権 － 千円

延滞債権 1,044,973  

３ヶ月以上延滞債権 483,989  

貸出条件緩和債権 2,560  

計 1,531,522  

破綻先債権 － 千円

延滞債権 1,821,212  

３ヶ月以上延滞債権 2,009,485  

貸出条件緩和債権 －  

計 3,830,697  

(注)

(破綻先債権)

破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令（昭

和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホま

でに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じ

ている貸付金であります。

(注)

(破綻先債権)

同左

(延滞債権)

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付

金であります。

(延滞債権)

同左



前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

(３ヶ月以上延滞債権)

３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約

定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延しているもので、

破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。

(３ヶ月以上延滞債権)

同左

(貸出条件緩和債権)

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利

となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債

権及び３ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。

(貸出条件緩和債権)

同左

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額の総額 2,200,000 千円

借入実行残高 1,600,000  

差引額 600,000  

５ 　　　　　　　――――――

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１ 　　　　　　　―――――― ※１　期末販売用不動産は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次の販売用不動産評価損が不動産売上

原価に含まれております。

75,516 千円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳

車輌運搬具 59 千円

計 59  

建物 5,253 千円

計 5,253  

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳

車輌運搬具 160 千円

保証金 22  

計 182  

土地 20,000 千円

建物 3,207  

計 23,207  

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

建物 3,994 千円

構築物 131  

車輌運搬具 30  

工具、器具及び備品 80  

計 4,236  

建物 1,093 千円

構築物 146  

車輌運搬具 41  

工具、器具及び備品 34  

計 1,316  



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注)１,２ 35,645 74,290 － 109,935

合計 35,645 74,290 － 109,935

自己株式     

普通株式（注)３ 5 10 － 15

合計 5 10 － 15

(注)１．平成19年５月11日開催の取締役会決議により、平成19年７月１日をもって１株を３株に分割しております。

２．発行済株式総数の増加74,290株は、株式分割による増加71,290株、一般募集による新株の発行による増加3,000株

であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、株式分割による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 285,120 8,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月２日

取締役会 
普通株式 164,880 1,500 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 164,880  利益剰余金 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 109,935 － － 109,935

合計 109,935 － － 109,935

自己株式     

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15



２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 164,880 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月５日

取締役会 
普通株式 181,368 1,650 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 164,880  利益剰余金 1,500 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,906,109 千円

現金及び現金同等物 1,906,109  

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,890,768 千円

現金及び現金同等物 2,890,768  

（リース取引関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３

月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日）

　該当事項はありません。



（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引管理規程」

に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価してお

ります。

　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた内規に従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左



前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．取引の時価等に関する事項

　ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しておりま

す。

２．取引の時価等に関する事項

同左

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △61,746 △59,010

(2）年金資産（千円） 53,081 51,845

(3）未払給付金（千円） △375 △375

(4）退職給付引当金（千円） △9,040 △7,539

　（注）　当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1）勤務費用（千円） 11,686 5,821

(2）臨時に支払った割増退職金（千円） 2,300 1,783

(3）退職給付費用（千円） 13,986 7,604

　（注）　当社は退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３

月31日）

該当事項はありません。



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 30,914 千円

賞与引当金損金算入限度超過額 7,718  

利息返還損失引当金 13,264  

役員退職慰労引当金 352,741  

未払事業税 65,784  

未収利息不計上額 53,509  

その他 8,212  

繰延税金資産計 532,146  

繰延税金負債 －  

繰延税金資産の純額 532,146  

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 175,536 千円

賞与引当金損金算入限度超過額 8,786  

利息返還損失引当金 9,684  

役員退職慰労引当金 367,761  

未払事業税 56,675  

未収利息不計上額 48,136  

販売用不動産評価損 19,722  

その他 10,879  

繰延税金資産計 697,183  

繰延税金負債 －  

繰延税金資産の純額 697,183  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

住民税等均等割 0.3

留保金課税 2.2

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％)

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7

住民税等均等割 0.3

留保金課税 2.3

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4

（持分法損益等）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３

月31日）

　該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 140,775.32円

１株当たり当期純利益金額 17,112.32円

１株当たり純資産額 153,283.74円

１株当たり当期純利益金額 15,658.42円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

　当社は、平成19年７月１日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 127,409.27円

１株当たり当期純利益金額 15,560.68円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（千円） 1,857,063 1,721,173

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,857,063 1,721,173

期中平均株式数（株） 108,522 109,920

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３

月31日）

該当事項はありません。



５．その他

(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動 

該当事項はありません。
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