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1.  平成21年8月期第3四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

（注）当社は平成20年8月26日開催の当社臨時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を3月31日
から8月31日に変更いたしました。この結果前年同四半期（第36期第3四半期）についての記載は省略しております。 

(2) 財政状態 

（注）当社は平成20年8月26日開催の当社臨時株主総会において、「定款の一部変更の件」が承認可決されたため、決算期（事業年度の末日）を3月31日
から8月31日に変更いたしました。この結果平成20年8月期は5ヶ月の変則決算となっております。 
 

(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8月期第3四半期 1,036 ― 340 ― 349 ― 348 ―

20年8月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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8月期第3四半期 22.66 ―

20年8月期第3四半期 ― ―

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8月期第3四半期 7,512 628 8.4 40.87
20年8月期 4,300 227 5.3 14.77

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  628百万円 20年8月期  227百万円

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8月期 ― ― ― ― 0.00

21年8月期 ― ― ―

21年8月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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  有  
詳細は4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」をご覧ください。 
平成20年8月期は平成20年4月1日～平成20年8月31日までの5ヶ月の変則決算となっているため、対前期増減率についての表示は省略しております。 

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

通期 1,520 ― 392 ― 404 ― 347 ― 22.60
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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  無  

(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） 

(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 無

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8月期第3四半期 15,739,000株 20年8月期  15,739,000株

② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  357,000株 20年8月期  357,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第3四半期 15,382,000株 20年8月期第3四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想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ますが、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、上記予想数値や要因と異なる場合があることを予めご承知おきください。 
なお、業績予想の前提となる要因については「定性的情報・財務諸表等 3.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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３四半期における我が国経済は、政府による景気刺激策の押し上げ効果が反映され景気の落込みに下げ止まり

傾向がありますが、雇用・所得環境の悪化を背景に、消費支出の弱含み傾向が持続し、設備投資も製造業を中心に減

少が持続するなどマイナス圧力が残存していることで、景気低迷が長期化しております。 

 また、当事業者金融を含む貸金業界におきましても、貸金業法等の改正により利息返還請求及び与信厳格化等の影

響によりマーケットが縮小する中、事業体制の再構築化を余儀なくされるなど依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

 このような状況のもと、当社は収益構造改革として平成20年4月より保証事業中心の収益基盤を磐石にすべく積極

的かつ慎重に保証事業を推進してきました。また、平成20年７月に、「中小企業に対するあらゆるサービスを提供で

きる体制を構築していく」というビジョンを掲げ、そのビジョンを共有する各社と「中小企業振興ネットワーク」を

創設しており、共同・協調して中小企業に対するあらゆるサービスを融合させ、お客様への最適なサービス又はソリ

ューションを提供していきます。さらに、業務の一層の効率化とスピードアップを目的に「定款一部変更の件」を平

成21年３月27日開催の臨時株主総会において決議し、平成21年７月１日に本店の所在地を福岡県北九州市小倉北区か

ら東京都千代田区に変更しております。 

 この結果、当社は当第３四半期におきまして、当第３四半期会計期間末の保証残高が14,482,447千円になったこと

に伴い、受取保証料は236,881千円となり、また、保証事業から生じる受取手数料は48,849千円となったことから、

保証事業における営業収益合計は285,731千円となりました。融資事業におきましては、営業貸付金残高は578,156千

円となり、商業手形割引残高は1,403,994千円となりました。これに伴い、それぞれ営業貸付金受取利息は40,031千

円となり、受取割引料は20,680千円となりました。また、営業貸付金及び商業手形割引から生じる受取手数料は

13,386千円となり、融資事業における営業収益合計は74,099千円となりました。 

 これらの結果、当第３四半期会計期間における保証事業及び融資事業活動の結果、営業収益は361,496千円となり

ました。 

 営業費用は、主に短期借入利息の増加に伴い76,856千円となり、割引事業の順調な推移に伴う人員の増加の結果、

人件費は69,789千円となったものの、販売費および一般管理費は、貸倒関連費用等が当初予想を下回ったことにより

172,731千円となりました。この結果、営業利益は111,908千円、経常利益は116,953千円となり、当第３四半期会計

期間は116,456千円の四半期純利益となりました。 

  

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におきましては、主に、商業手形割引が増加したことに加え投資有価証券の取得

等により総資産合計は7,512,848千円となりました。 

 負債におきましては、商業手形割引事業の順調な推移に伴い短期借入金が増加したことにより負債合計は

6,884,193千円となりました。 

  この結果純資産合計は628,654千円となり、負債純資産合計は7,512,848千円となりました。 

  

＜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）は、営業活動において営業貸付金

が減少したことなどにより347,811千円の資金の増加となり、財務活動において短期借入金が2,200,000千円の増加

となった結果、第２四半期会計期間末に比べて1,253,152千円増加し2,618,187千円となりました。 

 （営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間におきまして、営業活動による資金の増加は347,811千円となりました。これは、主として

営業貸付金が減少したためであります。 

 （投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間におきまして、投資活動による資金の減少は874,194千円となりました。これは、主とし

て、投資有価証券の取得を行ったためであります。 

 （財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間におきまして、財務活動による資金の増加は1,779,535千円となりました。これは、主とし

て、短期借入が増加したためであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、主力である保証事業の残高が当初予測を下回ったことに加え、通期におきまして

も同様に当初予測を下回ることが予想されることより平成20年８月期決算発表時（平成20年10月17日）の予想を変

更しております。詳細は平成21年７月10日に公表しました「平成21年８月期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

  

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 

 該当する事項はありません。 

（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 

 当社は「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。 

中小企業信用機構㈱　（8489）　平成21年8月期第3四半期決算短信（非連結）

－4－



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21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,618,187 225,600

商業手形 1,403,994 420,692

営業貸付金 578,156 551,893

未収入金 55,795 62,290

関係会社未収入金 － 2,009,863

その他 14,634 14,925

貸倒引当金 △35,890 △185,847

流動資産合計 4,634,877 3,099,416

固定資産   

有形固定資産   

土地 265,198 265,198

その他（純額） 77,725 76,332

有形固定資産合計 342,923 341,530

無形固定資産 8,874 416

投資その他の資産   

投資有価証券 2,424,525 814,313

破産更生債権等 300,576 65,526

その他 14,619 9,851

貸倒引当金 △213,547 △30,614

投資その他の資産合計 2,526,173 859,076

固定資産合計 2,877,970 1,201,024

資産合計 7,512,848 4,300,440

負債の部   

流動負債   

短期借入金 6,200,000 1,400,000

1年内返済予定の長期借入金 － 1,144,920

前受収益 267,460 1,018,110

債務保証損失引当金 73,219 48,659

修繕引当金 19,241 20,000

未払法人税等 6,754 2,732

その他 85,257 51,450

流動負債合計 6,651,932 3,685,873

固定負債   

長期借入金 － 104,330

関係会社長期未払保証料 162,436 263,178

利息返還損失引当金 20,203 5,479

役員退職慰労引当金 7,614 7,614

その他 42,006 6,657
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年８月31日) 

固定負債合計 232,261 387,258

負債合計 6,884,193 4,073,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,126,399 1,126,399

資本剰余金 1,114,599 1,114,599

利益剰余金 △1,563,880 △1,912,463

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 575,881 227,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,773 10

評価・換算差額等合計 52,773 10

純資産合計 628,654 227,308

負債純資産合計 7,512,848 4,300,440
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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９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業収益 1,036,787

営業費用 170,241

営業総利益 866,545

販売費及び一般管理費 526,187

営業利益 340,357

営業外収益  

受取利息 3,896

受取配当金 82

不動産賃貸料 6,811

雑収入 2,530

営業外収益合計 13,321

営業外費用  

不動産賃貸費用 3,883

雑損失 233

営業外費用合計 4,116

経常利益 349,562

特別利益  

償却債権取立益 1,644

特別利益合計 1,644

税引前四半期純利益 351,207

法人税、住民税及び事業税 2,624

法人税等調整額 －

法人税等合計 2,624

四半期純利益 348,583
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（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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業収益 361,496

営業費用 76,856

営業総利益 284,639

販売費及び一般管理費 172,731

営業利益 111,908

営業外収益  

受取利息 3,896

受取配当金 12

不動産賃貸料 2,345

雑収入 228

営業外収益合計 6,483

営業外費用  

不動産賃貸費用 1,287

雑損失 150

営業外費用合計 1,438

経常利益 116,953

特別利益  

償却債権取立益 377

特別利益合計 377

税引前四半期純利益 117,330

法人税、住民税及び事業税 874

法人税等調整額 －

法人税等合計 874

四半期純利益 116,456
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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９月１日 
 至 平成21年５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 351,207

減価償却費 5,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,975

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 14,724

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 24,559

修繕引当金の増減額（△は減少） △758

関係会社長期未払保証料の増減額（△は減少） △100,741

受取利息及び受取配当金 △3,979

支払利息 150,395

商業手形の増減額（△は増加） △983,302

営業貸付金の増減額（△は増加） △26,262

破産更生債権等の増減額（△は増加） △235,043

関係会社未収入金の増減額（△は増加） 2,009,863

前受収益の増減額（△は減少） △750,650

その他 37,299

小計 525,364

配当金の受取額 82

利息の支払額 △146,440

法人税等の支払額 △837

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,170

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 △1,200,100

定期性預金の払戻による収入 1,273,760

有形固定資産の取得による支出 △5,377

無形固定資産の取得による支出 △9,555

投資有価証券の取得による支出 △1,521,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,462,672

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 5,500,000

短期借入金の返済による支出 △700,000

長期借入金の返済による支出 △1,249,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,550,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,466,247

現金及び現金同等物の期首残高 151,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,618,187
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（４）継続企業の前提に関する注記 

当社は、前々事業年度及び前事業年度において継続して営業損失(前々事業年度744,192千円及び前事業年度

189,629千円の営業損失)、経常損失(前々事業年度738,960千円及び前事業年度183,490千円の経常損失)、当

期純損失(前々事業年度1,187,122千円及び前事業年度312,412千円の当期純損失)を計上しており、一方、当

第３四半期累計期間においては営業利益340,357千円、経常利益349,562千円、四半期純利益348,583千円を計

上したものの、本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていないため、継続企業の前提に関する重要

な疑義を完全に解消するまでには至っておりません。 

 当該状況により、当社には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。 

 このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行してまいります。 

１．事業収益の拡大 

① 日本振興銀行株式会社及び中小企業保証機構株式会社との保証基本契約の締結 

 当社の与信管理のノウハウを活用し、新たな事業収益を獲得するため、平成20年４月３日付けにて、日

本振興銀行株式会社の貸出に対し、当社及び中小企業保証機構株式会社が保証を行う旨の契約を締結し

ております。今後におきましても精緻な審査体制にもとづく保証業務を行うことにより、事業収益を拡

大すべく努めてまいります。  

② 日本振興銀行株式会社とのパートナーシップの強化 

 当社と日本振興銀行株式会社は中小企業を中心としたマーケットをターゲットとしている点において共

通しており、中小企業を積極的に支援し、中小企業が抱える様々なニーズに対する新たなソリューショ

ンビジネスモデルを創出し、相互の事業収益の拡大を図ってまいります。 

２．貸倒関連費用の抑制 

 貸倒関連費用の抑制を図るため、平成20年３月３日付けで、以下の事項について合意書を締結しており

ます。 

① 一部の債権を除いてＮＩＳグループ株式会社により営業貸付金及び破産更生債権等の全額が保証されま

す。 

② 平成20年３月１日から平成25年２月28日までの間に、現在または過去の顧客からの利息返還請求によっ

て過払金を返還した場合に、現実の支払分がＮＩＳグループ株式会社により補償されます。  

３. 財務面、システム面、人材面等の支援 

当社は、中小企業保証機構株式会社、中小企業ＩＴ支援機構株式会社及び中小企業人材機構株式会社よ

り、資金面、システム面、人材面など広範囲にわたる支援を受け、当社の経営体質を補強し、業績回復を

早期に達成する所存であります。 

       当事業年度におきましては有利子負債の低減を図りつつも、収益基盤の強化が図られることを前提にさら

なる事業拡大のために必要不可欠な資金調達について既存の取引金融機関に加えて新規調達先の開拓を強

化し、今後とも安定的に資金調達ができる体制の整備に努めてまいります。 

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。 

（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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６．その他の情報 

 営業収益の内訳 

＜融資事業＞ 

(1)営業収益の内訳 

(2)融資残高の内訳 

＜保証事業＞ 

  (1)営業収益の内訳 

(2)保証残高の内訳 

  

区  分 

第37期第３四半期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年５月31日） 

第36期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

融資事業 74,099 20.5 308,482 62.2 

保証事業 285,731 79.0 183,934 37.1 

業務委託手数料 1,665 0.5 2,960 0.6 

預金利息 － － 271 0.1 

合計 361,496 100.0 495,647 100.0 

区  分 

第37期第３四半期 

（自 平成21年３月１日 

至 平成21年５月31日） 

第36期 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

受取割引料 20,680 27.9 6,649 2.1 

受取利息 40,031 54.0 297,623 96.5 

  手形貸付 38 0.1 126 0.0 

  証書貸付 39,480 53.2 234,632 76.1 

  担保貸付 512 0.7 62,864 20.4 

受取手数料 13,386 18.1 4,209 1.4 

合計 74,099 100.0 308,482 100.0 

区  分 

第37期第３四半期末 

（平成21年５月31日） 

第36期末 

（平成20年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

商業手形割引 1,403,994 70.8 420,692 43.2 

営業貸付金 578,156 29.2 551,893 56.8 

  手形貸付 5,897 0.3 8,725 0.9 

  証書貸付 462,317 23.3 489,926 50.4 

  担保貸付 1,527 0.1 53,241 5.5 

  消費者貸付 108,413 5.5 － － 

合計 1,982,150 100.0 972,586 100.0 

区  分 

第37期第３四半期 

（自 平成21年３月１日 

至 平成21年５月31日） 

第36期 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

受取保証料 236,881 82.9 126,716 68.9 

受取手数料 48,849 17.1 57,217 31.1 

合計 285,731 100.0 183,934 100.0 

第37期第３四半期末 

（平成21年５月31日） 

第36期末 

（平成20年８月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

14,482,447 8,532,216 
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