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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） 

 

(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 510 △70.0 △1,466 ― △1,463 ― △993 ―

21年3月期第1四半期 1,701 ― △2,566 ― △2,562 ― △2,559 ―

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 △9.04 ―

21年3月期第1四半期 △23.29 ―

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 23,263 1,218 5.2 11.09
21年3月期 29,054 2,209 7.6 20.11

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,218百万円 21年3月期  2,209百万円

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
貸金業界を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想され、改正貸金業法の段階的な施行による影響、過払金返還請求の推移等により、現時点では、今後
の業績予想について合理的に見積もるには不確定な要素が多く、今後の影響を慎重に精査することが必要であると考え、記載しないことといたしました。
なお、今後の業績予想につきましては、当連結グループが合理的に見積もることが可能となったと判断した時点で、適宜開示していく所存であります。 



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）  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  無  

(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） 

(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 

業績予想につきましては、今後の経済情勢、改正貸金業法の段階的な施行による影響、過払金返還請求の推移等について、慎重に精査することが必要
であると考え、現時点では合理的に見積もることが困難なため、記載しておりません。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 114,107,446株 21年3月期  114,107,446株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,218,141株 21年3月期  4,217,917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 109,889,394株 21年3月期第1四半期 109,889,765株



当第1四半期におけるわが国経済は、金融資本市場の混乱による景気の急激な悪化に対し、一部で底打ちの兆

しが見えてきたものの、個人消費の低下等により企業収益、雇用情勢は引き続き厳しい状況にあり、依然先行き

が不透明な状況となっております。 

当業界の事業環境につきましても、改正貸金業法が段階的に施行される中、上限金利引き下げ及び利息返還請

求の高止まり等の影響を受け、依然厳しい環境下にあります。 

このような中、当連結グループは激変していく経営環境に対応すべく、新たな収益源の獲得を企図して新事業

の育成及びフィービジネスの拡大を推進してまいりました。一方、既存事業につきましては業務の効率化による

諸経費の削減を実施してまいりました。また、財務基盤の安定化を図るため、前連結会計年度に引き続き不動産

の売却及び利息返還債務にかかる支払い条件の変更要請を行いました。 

この結果、当第1四半期連結会計期間末の貸出金残高は、上限金利引き下げへの対応及び新規貸付の一時取扱

中止により、53,085百万円(前連結会計年度末比3,120百万円減、前年同期末比31,884百万円減)となりました。

なお、その内訳につきましては、商業手形が6,795百万円（前連結会計年度末比82百万円減、前年同期末比

12,182百万円減）、営業貸付金が46,289百万円（前連結会計年度末比3,038百万円減、前年同期末比19,701百万

円減）であります。 

これにより営業貸付金利息は前年同期に比べ827百万円減少し463百万円となりました。また、販売費及び一般

管理費につきましては、人件費・物件費が、経営効率化の推進により前年同期に比べ615百万円減少し800百万

円、貸倒関係費用が、貸出金残高の減少により前年同期に比べ1,318百万円減少し1,094百万円となりました。 

従いまして当第1四半期連結累計期間の営業収益は510百万円（前年同期比1,190百万円減）、営業損失は1,466

百万円（前年同期は営業損失2,566百万円）、経常損失は1,463百万円（前年同期は経常損失2,562百万円）とな

り、四半期純損失は、特別利益に不動産の売却による固定資産売却益77百万円及び貸出金残高の減少による貸倒

引当金戻入額468百万円計上、特別損失に不動産の除却及び売却による固定資産処分損74百万円を計上したこと

により、993百万円（前年同期は四半期純損失2,559百万円）となりました。 

  

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

①資産の部 

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は23,263百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,790百万円減少

しました。 

資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、上限金利引き下げへの対応及び新規貸付の一時取扱中

止により、貸出金が3,120百万円、受取手形が110百万円減少したことや、債権流動化の返済に伴い預け金が

2,812百万円減少したこと及び不動産の売却により有形固定資産が1,364百万円減少したことによる減少要因

が,貸出金残高の減少により貸倒引当金が1,543百万円減少したことによる増加要因を上回ったことによるも

のであります。 

②負債の部 

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は22,044百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,799百万円減少

しました。 

負債減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、貸出金の減少に伴い借入金が4,342百万円減少したこ

とによるものであります。 

③純資産の部 

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は1,218百万円となり、前連結会計年度末に比べ991百万円減少

しました。 

純資産の減少の主な要因は、四半期純損失993百万円の計上によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,502百万円（前年同期は11,355百万円）となり、前連

結会計年度末に比べ264百万円増加いたしました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果増加した資金は715百万円（前年同四半期は2,282百万円減少）となりました。この主な要

因は、上限金利引き下げへの対応等による営業貸付金の減少、債権流動化に伴う預け金の減少等の増加要因

が、債権流動化による借入金の減少及び貸倒引当金の減少並びに税金等調整前四半期純損失等の減少要因を

上回ったことによるものであります。 

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



②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果増加した資金は1,482百万円（前年同期は129百万円増加）となりました。この主な要因

は、有形固定資産の売却によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は1,932百万円（前年同期は1,747百万円減少）となりました。この主な要因

は、貸出金の減少に伴う借入金の返済によるものであります。 

   

  貸金業界を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想され、改正貸金業法の段階的な施行による影響、過払金返

還請求の推移等により、現時点では、今後の業績予想について合理的に見積もるには不確定な要素が多く、今後

の影響を慎重に精査することが必要であると考え、記載しないことといたしました。 

なお、今後の業績予想につきましては、当連結グループが合理的に見積もることが可能となったと判断した時点

で、適宜開示していく所存であります。  

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。   

   

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当第1四半期連結累計期間においても、営業収益が著しく

減少し、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上しております。また、金融機関からの新たな資金

調達が困難な状況にあります。 

加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分を受け

る可能性があります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり対処してまいり

ますが、これらの対策には不確実性が認められるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,654 2,439

預け金 614 3,426

受取手形 466 577

商業手形 6,795 6,878

営業貸付金 46,289 49,327

その他 672 792

貸倒引当金 △35,769 △37,312

流動資産合計 21,723 26,129

固定資産   

有形固定資産 839 2,204

無形固定資産 3 2

投資その他の資産 697 717

固定資産合計 1,540 2,924

資産合計 23,263 29,054

負債の部   

流動負債   

短期借入金 683 4,821

1年以内返済予定の長期借入金 9 214

未払金 3,912 4,090

未払法人税等 106 131

賞与引当金 34 21

係争関係損失引当金 6,047 6,208

その他 380 417

流動負債合計 11,174 15,905

固定負債   

転換社債 70 70

退職給付引当金 46 45

係争関係損失引当金 10,731 10,791

その他 22 32

固定負債合計 10,870 10,939

負債合計 22,044 26,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,195 35,195

利益剰余金 △30,837 △29,844

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 1,227 2,221

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 △11

評価・換算差額等合計 △8 △11

純資産合計 1,218 2,209

負債純資産合計 23,263 29,054



(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

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   

受取割引料 335 －

営業貸付金利息 1,291 463

手数料収入 10 41

その他の営業収益 64 5

営業収益合計 1,701 510

営業費用   

金融費用 336 46

その他の営業費用 103 35

営業費用合計 439 81

営業総利益 1,261 428

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 384 166

貸倒引当金繰入額 1,229 －

係争関係損失引当金繰入額 1,182 1,094

その他 1,032 634

販売費及び一般管理費合計 3,828 1,895

営業損失（△） △2,566 △1,466

営業外収益   

受取配当金 3 2

雑収入 3 0

営業外収益合計 6 3

営業外費用   

支払利息 1 0

雑損失 0 0

営業外費用合計 2 0

経常損失（△） △2,562 △1,463

特別利益   

固定資産売却益 3 77

貸倒引当金戻入額 － 468

特別利益合計 3 546

特別損失   

固定資産処分損 0 74

特別損失合計 0 74

税金等調整前四半期純損失（△） △2,559 △991

法人税、住民税及び事業税 0 2

四半期純損失（△） △2,559 △993



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △2,559 △991

減価償却費及びその他の償却費 104 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,600 △1,543

賞与引当金の増減額（△は減少） 37 12

係争関係損失引当金の増減額（△は減少） △1,129 △220

受取配当金 △3 △2

支払利息 1 0

固定資産売却損益（△は益） △2 △6

固定資産処分損益（△は益） － 2

預け金の増減額（△は増加） 6,191 2,812

受取手形の増減額（△は増加） 570 110

商業手形の増減額（△は増加） 1,553 82

営業貸付金の増減額（△は増加） 10,487 3,038

その他の流動資産の増減額（△は増加） 89 120

商業手形流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△1,704 －

手形債権流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△11,657 △2,410

その他の営業活動による増減額（△は減少） △527 △323

小計 △2,146 725

利息及び配当金の受取額 3 2

利息の支払額 － －

特別退職金の支払額 △79 －

法人税等の支払額 △59 △12

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,282 715

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300 －

定期預金の払戻による収入 300 49

有形固定資産の取得による支出 － △7

有形固定資産の売却による収入 19 1,430

無形固定資産の取得による支出 △66 △0

投資有価証券の取得による支出 △3 －

その他の投資活動による増減額（△は減少） 181 9

投資活動によるキャッシュ・フロー 129 1,482

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） △507 △1,727

長期借入金の返済による支出 △1,239 △204

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,747 △1,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,899 264

現金及び現金同等物の期首残高 15,254 2,237

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,355 2,502



当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当第1四半期連結累計期間においても、営業収益が著しく

減少し、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上しております。また、金融機関からの新たな資金

調達が困難な状況にあります。 

加えて、今後、純資産の額が貸金業法に基づく最低純資産額を下回った場合には、貸金業法上の処分を受け

る可能性があります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく、次のとおり対処してまいります。 

１．収益力の回復 

既存の金融事業においては、上限金利引下げを視野に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リスク

の抑制を図ります。また、グループ会社を通じた賃貸保証事業は、新会社設立2年目にして黒字化を達

成するなど堅調に推移しており今後も業容の拡大を図ってまいります。さらに、新たな収益源の獲得を

企図した「不動産担保ローン」の媒介業務等のフィービジネスによる手数料収入の拡大を推進するとと

もに、新たな資金調達を前提として「動産担保ローン」をはじめとする新商品の開発、他社・他業態と

の提携等を通じた新事業の推進により、収益力の回復を図ってまいります。 

２．コスト構造の変革 

当第1四半期連結会計期間において、財務体質の強化を図るため旧本店ビル等不動産の売却を進め、

また、経営効率化の一環として業務の効率化による諸経費の削減を実施しております。今後も引き続

き、業務の効率化により諸経費の削減を実施してまいります。 

３．財務基盤の安定化 

今後より厳しさを増すと予想される資金調達環境に対応すべく、引き続き不動産の処分を進めるとと

もに、資金繰りの安定化を図ることを目的として、利息返還債務にかかる支払条件の変更要請を引き続

き行ってまいります。なお、利息返還債務については、一部債権者より差押命令申立を受けるという状

況も発生しておりますが、当社要請に対する理解が得られるよう最大限の努力を行ってまいります。 

  

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動産の処分については、外部要因に大きく依存しており、

利息返還債務にかかる支払条件の変更要請については、今後も差押命令申立を受ける可能性もあるため、現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

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) 

当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資及び商業手形割引を主な事業としておりますが、当

該セグメントの営業収益、営業損失及び資産の金額が、それぞれ、全セグメントの営業収益、営業損失及び資

産の金額の合計額の90％超であるため、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。   

  

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) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

   

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) 

海外売上高はありませんので、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）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



（１）貸出金の状況 

  

  

（２）子会社の商号変更について 

     当社の連結子会社である株式会社エムキャットは、平成21年5月20日付で商号を「日本賃貸住宅保証機構株式

会社」に変更しております。 

  

６．その他の情報

  （単位：百万円） 

区分 

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） 

前連結会計年度
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成21年 3月31日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  

受取割引料 

  ％   ％   ％ 

営業

収益 

 

 

335  

 

19.7  

 

－  

 

－  

 

718  

 

15.4

営業貸付金

利息 

手形貸付  791  46.5  351  68.8  2,436  52.2

証書貸付  492  28.9  104  20.5  1,221  26.2

その他貸付  7  0.5  7  1.4  29  0.6

小計  1,291  75.9  463  90.7  3,687  79.0

その他の 

営業収益  

手数料収入  10  0.6  41  8.2  94  2.0

預金利息  0  0.0  0  0.1  4  0.1

不動産賃貸収入  63  3.8  5  1.0  164  3.5

その他  －  －  －  －  0  0

小計  74  4.4  47  9.3  263  5.6

合計  1,701  100.0  510  100.0  4,669  100.0

融資

残高 

商業手形割引  18,978  22.3  6,795  12.8  6,878  12.2

営業貸付金 

手形貸付  47,608  56.0  34,668  65.3  36,511  65.0

証書貸付  18,052  21.3  11,290  21.3  12,486  22.2

その他貸付  330  0.4  330  0.6  330  0.6

小計  65,990  77.7  46,289  87.2  49,327  87.8

合計  84,969  100.0  53,085  100.0  56,206  100.0
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