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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

(注)当第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため、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 ％

22年3月期第1四半期 498 △49.5 1 △99.6 4 △99.0 △15 △106.1
21年3月期第1四半期 986 ― 441 ― 440 ― 255 ―

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

22年3月期第1四半期 △84.75 ―
21年3月期第1四半期 1,397.60 1,379.69

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

22年3月期第1四半期 27,510 5,002 18.0 23,406.31
21年3月期 27,776 4,763 17.1 25,999.63

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,948百万円 21年3月期  4,763百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

1,062 △46.0 86 △89.9 93 △88.3 55 ― 300.96

通期 2,171 △33.2 254 △67.9 268 △64.5 158 ― 854.48



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）  無  

(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  有  
（注）詳細は、４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) 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、４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 
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。 

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） 22年3月期第1四半期 211,407株 21年3月期 183,207株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 ―株 21年3月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 185,066株 21年3月期第1四半期 183,134株



  当第１四半期における我が国の経済は、世界的な金融危機により大きな影響を受けた景気の急激な悪化に底打ち

の兆しが見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の急速な悪化、個人消費の悪化など厳しい経済

環境が続いております。 

 当社グループはアウトソーシングと金融サービスを融合させ、中小企業の資金繰りを支援するサービスを行って

おります。アウトソーシング業界においては企業が経営資源の選択と集中を行う中、コア業務以外をアウトソース

する傾向が継続しております。また金融業界は、世界的な景気悪化の影響から直接金融市場の機能が後退するなど

一層厳しい環境となっております。したがって、特に中小企業の資金繰りが逼迫し倒産件数も増加していることか

ら中小企業の資金ニーズが高まっております。 

このような環境の下、個人消費の悪化等に伴い企業の仕入れも低調でありますが、当社グループは債権買取時の

手数料率の見直しを行う等資金効率の向上に努めながら債権買取を行い中小企業の資金繰り支援を継続してまいり

ました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、取扱累計高26,551百万円、営業収益498百万円、営業利

益１百万円、経常利益４百万円となりましたが、投資有価証券評価損を計上したため当期純損失15百万円となりま

した。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、266百万円減少し、27,510百万円となりま

した。これは主に金融機関への短期借入金の返済等によるものであります。なお、債権売却によってオフバランス

された買取債権残高は3,042百万円であります。 

（連結キャッシュフローに関する定性的情報） 

当第１四半期連結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、買取債権の回収に

よる収入の増加により、前連結会計年度末に比べ760百万円増加し、当第１四半期連結会計期間における資金残

高は6,947百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は1,140百万円となりました。これは主に買取債権の回収による収入の増

加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） 

投資活動の結果得られた資金は104百万円となりました。これは主に本社移転にともなう差入保証金の

回収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） 

財務活動の結果使用した資金は485百万円となりました。これは主に金融機関への短期借入金の返済によ

る支出が増加したことによるものであります。 

  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月27日付決算短信で発表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

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．連結業績予想に関する定性的情報



  

  該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

  

    （リース取引に関する会計基準の適用） 

      当連結会計年度より、「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。当会計基準の適用による連結貸借対照表及び連結損益計算書に与える影響はござ

     いません。 

      なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来ど

     おり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。  

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,197,265 6,437,160

買取債権 11,104,765 11,927,734

売掛金 8,107 9,606

その他 331,680 363,766

流動資産合計 18,641,818 18,738,268

固定資産   

有形固定資産 1,575,179 1,579,943

無形固定資産 57,416 63,666

投資その他の資産   

長期未収入金 6,848,415 6,864,415

その他 387,395 530,266

投資その他の資産合計 7,235,810 7,394,681

固定資産合計 8,868,406 9,038,291

資産合計 27,510,225 27,776,559

負債の部   

流動負債   

短期借入金 18,523,000 19,098,000

1年内返済予定の長期借入金 464,600 524,900

未払法人税等 6,658 5,290

預り金 3,025,374 2,778,158

賞与引当金 34,356 24,600

その他 195,736 219,255

流動負債合計 22,249,725 22,650,204

固定負債   

長期借入金 234,800 339,600

その他 23,441 23,441

固定負債合計 258,241 363,041

負債合計 22,507,967 23,013,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,768,693 3,668,442

資本剰余金 3,876,073 3,775,822

利益剰余金 △2,697,066 △2,681,381

株主資本合計 4,947,701 4,762,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 557 429

評価・換算差額等合計 557 429

新株予約権 54,000 －

純資産合計 5,002,258 4,763,313

負債純資産合計 27,510,225 27,776,559



（２）四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 986,578 498,233

金融費用 94,922 105,459

販売費及び一般管理費 450,383 390,966

営業利益 441,272 1,807

営業外収益   

受取地代家賃 9,685 16,343

その他 878 1,620

営業外収益合計 10,564 17,963

営業外費用   

支払利息 2,761 －

株式交付費 － 5,491

賃貸費用 9,014 8,776

その他 － 1,175

営業外費用合計 11,775 15,443

経常利益 440,060 4,327

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,000

特別利益合計 － 5,000

特別損失   

投資有価証券評価損 3,231 15,188

特別損失合計 3,231 15,188

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

436,829 △5,860

法人税、住民税及び事業税 178,251 1,787

法人税等調整額 2,627 8,036

法人税等合計 180,879 9,823

四半期純利益又は四半期純損失（△） 255,949 △15,684



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

436,829 △5,860

減価償却費 11,478 11,013

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,315 △5,251

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,332 9,756

受取利息及び受取配当金 △492 △730

支払利息 2,761 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,231 15,188

株式交付費 － 5,491

買取債権の増減額(△は増加) △495,780 822,969

営業貸付金の増減額（△は増加） △368,889 400

長期営業債権の増減額(△は増加) 5,146 3,875

長期未収入金の増減額（△は増加） － 21,000

未払金の増減額（△は減少） 13,238 △5,612

預り金の増減額（△は減少） 1,315,414 247,215

前受収益の増減額（△は減少） △6,809 △10,300

未払消費税等の増減額（△は減少） △561 5,756

その他 △24,797 28,577

小計 915,416 1,143,487

利息及び配当金の受取額 492 730

利息の支払額 △5,381 －

法人税等の支払額 △323,413 △3,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 587,113 1,140,895

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △951 △19,380

無形固定資産の取得による支出 △11,104 －

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

投資有価証券の売却による収入 2,085 －

差入保証金の差入による支出 △6,208 －

差入保証金の回収による収入 － 123,580

長期前払費用の取得による支出 － 906

その他 △3 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,482 104,807

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） △4,243,000 △575,000

長期借入金の返済による支出 △240,100 △165,100

株式の発行による収入 750 200,502

新株予約権の発行による収入 － 54,000

自己新株予約権の取得による支出 △55,000 －

配当金の支払額 △82,409 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,619,759 △485,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,049,128 760,104

現金及び現金同等物の期首残高 9,054,529 6,187,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,005,400 6,947,265



 該当事項はありません。 

  

 当社及び連結子会社の事業は、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた「C.Fダイレクト事

業」の単一事業のため、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。   

  

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない為、該当事項はありません。   

  

   

 海外売上がないため該当事項はありません。    

  

   

 当社は、平成21年６月25日付で、株式会社ドン・キホーテ及び安田隆夫氏（株式会社ドン・キホーテ 代表取

締役会長）から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が

100百万円、資本準備金が100百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,768百万円、資本

準備金が3,876百万円となっております。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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
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