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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 1,485 △15.0 773 △23.5 777 △23.2 449 △21.7

21年3月期第1四半期 1,747 ― 1,011 ― 1,012 ― 573 ―

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 4,086.21 ―

21年3月期第1四半期 5,220.68 ―

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 53,140 17,133 32.2 155,869.96
21年3月期 55,900 16,848 30.1 153,283.74

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  17,133百万円 21年3月期  16,848百万円

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 ― 1,650.00 ― 1,500.00 3,150.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00

3.  平成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）

（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

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) 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、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。］ 

(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） 22年3月期第1四半期 109,935株 21年3月期 109,935株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 15株 21年3月期 15株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 109,920株 21年3月期第1四半期 109,920株

※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21年４月28日に発表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも修正は行っておりません。 
２．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入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績はこれらの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．業績予想に関する定性的情報
をご覧ください。 



当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出・生産の持ち直しや在庫調整の一巡等一部に持ち直しの気配が

見られるものの、世界的な景気後退は依然として続いており、加えて国内経済における企業収益の大幅な減少とそれ

に伴う設備投資の減少、雇用情勢の悪化等により景気に対する先行き不透明感は未だ続いております。 

不動産金融市場におきましても、地価は一部で下げ止まりを見せたものの、資金調達環境の悪化や住宅建設の減少

に伴う建設・不動産関連企業の倒産は依然として多発しており、それに伴う不動産金融市場の先行きも厳しい状況が

続いております。 

このような環境の下、当社におきましては、前事業年度に引き続き与信の厳格化、途上与信管理における債権メン

テナンスに注力し、健全な債権内容の維持に努めてまいりました。その結果、当第１四半期会計期間末における営業

貸付金残高は、前事業年度末の 千円から 千円（ ％）減少の 千円となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における業績は、営業収益は 千円（前年同期比 ％減）、営業利

益は 千円（同 ％減）、経常利益は 千円（同 ％減）、四半期純利益は 千円（同 ％

減）となりました。 

当第１四半期会計期間末の総資産は、 千円となり、前事業年度末に比べて 千円減少いたしま

した。これは主として、営業貸付金が前事業年度末の 千円から 千円減少の 千円とな

ったことの他、現金及び預金が前事業年度末に比べて 千円の減少、販売用不動産が前事業年度末に比べて

千円の増加となったこと等によるものであります。 

一方、当第１四半期会計期間末における負債は 千円となり、前事業年度末に比べて 千円減少

いたしました。これは主として、短期借入金が前事業年度末に比べて 千円の増加、コマーシャル・ペーパー

が前事業年度末に比べて 千円の増加となったものの、１年以内返済予定の長期借入金が前事業年度末に比

べて 千円の減少、未払法人税等が前事業年度末に比べて 千円の減少、長期借入金が前事業年度末に

比べて 千円の減少となったこと等によるものであります。 

なお、純資産は前事業年度末比 千円増加の 千円となり、自己資本比率は32.2％と2.1ポイント改

善いたしました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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。）の残高は、前事業年度末に比べ

て 千円減少し、 千円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、法人税等の支払額が 千円となった他、販売用不動産の増加

や差入保証金の増加による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益の計上が 千円あったこと及び

営業貸付金が 千円減少したこと等が主たる要因となり、 千円の増加（前年同四半期会計期間は

千円の減少）となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、敷金の回収による収入が、敷金の差入による支出を上回ったことに

より、 千円の増加（前年同四半期会計期間は 千円の減少）となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入れによる収入 千円と短期借入金の返済による支

出 千円により資金が 千円、コマーシャル・ペーパーの発行による収入 千円とコマーシャ

ル・ペーパーの償還による支出 千円により資金が 千円増加したものの、長期借入れによる収入

千円と長期借入金の返済による支出 千円により資金が 千円減少したことが主たる要

因となり、 千円の減少（前年同四半期会計期間は 千円の増加）となりました。 

当第１四半期会計期間の業績は概ね当初計画通りに推移しており、平成21年４月28日に発表いたしました第２四半

期累計期間及び通期の業績予想は修正いたしておりません。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

51,345,324 1,538,780 3.0 49,806,543

1,485,984 15.0

773,780 23.5 777,528 23.2 449,156 21.7

２．財政状態に関する定性的情報

53,140,373 2,759,993

51,345,324 1,538,780 49,806,543

1,847,737

521,700

36,007,147 3,044,269

784,000

1,396,846

3,255,602 538,178

1,500,692

284,276 17,133,226

1,847,737 1,043,030

772,627

778,038

1,538,780 875,974

1,756,142

1,377 97

1,500,000

716,000 784,000 1,796,846

400,000 1,396,846

4,186,460 8,942,754 4,756,294

2,725,088 930,317

３．業績予想に関する定性的情報



① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度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、前事業年度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 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固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

該当事項はありません。  

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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,043,030 2,890,768

営業貸付金 49,806,543 51,345,324

販売用不動産 886,650 364,949

前払費用 84,786 84,091

繰延税金資産 249,769 319,588

その他 499,732 213,241

貸倒引当金 △352,798 △382,000

流動資産合計 52,217,714 54,835,964

固定資産   

有形固定資産 201,673 206,088

無形固定資産 28,194 29,599

投資その他の資産   

破産更生債権等 127,101 286,402

その他 579,589 591,712

貸倒引当金 △13,900 △49,400

投資その他の資産合計 692,790 828,715

固定資産合計 922,658 1,064,402

資産合計 53,140,373 55,900,366

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,300,000 516,000

1年以内返済予定の長期借入金 14,471,989 17,727,591

コマーシャル・ペーパー 1,396,846 －

未払金 39,135 16,929

未払費用 54,360 46,906

未払法人税等 258,315 796,494

預り金 89,881 69,930

前受収益 201,170 190,322

賞与引当金 42,101 21,594

利息返還損失引当金 20,400 23,800

その他 7,000 2,400

流動負債合計 17,881,202 19,411,969

固定負債   

長期借入金 17,226,000 18,726,693

退職給付引当金 9,339 7,539

役員退職慰労引当金 889,063 903,813

その他 1,542 1,402

固定負債合計 18,125,945 19,639,447

負債合計 36,007,147 39,051,417



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,307,848 2,307,848

利益剰余金 14,826,628 14,542,351

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 17,133,226 16,848,949

純資産合計 17,133,226 16,848,949

負債純資産合計 53,140,373 55,900,366



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

営業貸付金利息 1,516,170 1,227,224

その他の営業収益 231,562 258,760

営業収益合計 1,747,733 1,485,984

営業費用   

金融費用 324,647 264,049

売上原価 73,057 108,222

その他の営業費用 338,752 339,931

営業費用合計 736,457 712,203

営業利益 1,011,276 773,780

営業外収益   

受取利息 25 37

受取手数料 － 16

雑収入 1,148 3,777

営業外収益合計 1,173 3,832

営業外費用   

雑損失 － 84

営業外費用合計 － 84

経常利益 1,012,449 777,528

特別利益   

償却債権取立益 65 509

退職給付引当金戻入額 683 －

利息返還損失引当金戻入額 1,200 －

特別利益合計 1,948 509

税引前四半期純利益 1,014,398 778,038

法人税、住民税及び事業税 408,250 253,678

法人税等調整額 32,290 75,203

法人税等合計 440,540 328,881

四半期純利益 573,857 449,156



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 1,014,398 778,038

減価償却費 10,561 5,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,900 △64,701

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,600 20,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,253 1,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,938 △14,750

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △1,500 △3,400

受取利息 △25 △37

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,762,699 1,538,780

破産更生債権等の増減額（△は増加） △2,087 159,300

販売用不動産の増減額（△は増加） 165 △521,700

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,328 1,328

差入保証金の増減額（△は増加） － △345,540

未収消費税等の増減額（△は増加） － 8,203

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,040 1,709

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△17,354 △19,229

その他の資産の増減額（△は増加） △39,516 54,185

その他の負債の増減額（△は減少） △56,975 48,251

小計 △834,561 1,648,564

利息の受取額 25 37

法人税等の支払額 △921,605 △772,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,756,142 875,974

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 △840 －

敷金の差入による支出 － △1,274

敷金の回収による収入 － 2,655

その他 742 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △97 1,377



（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 1,540,000 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △1,915,768 △716,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 1,498,799 1,796,846

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,000,000 △400,000

長期借入れによる収入 4,192,768 4,186,460

長期借入金の返済による支出 △3,233,586 △8,942,754

配当金の支払額 △151,895 △149,640

財務活動によるキャッシュ・フロー 930,317 △2,725,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △825,922 △1,847,737

現金及び現金同等物の期首残高 1,906,109 2,890,768

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,080,187 1,043,030



該当事項はありません。 

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）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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