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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） 1. 平成22年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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. 平成21年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
      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 1,737 △85.8 △2,441 ― △2,387 ― △541 ―

21年3月期第1四半期 12,249 ― 1,028 ― 600 ― 549 ―

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 △2.26 ―

21年3月期第1四半期 2.29 ―

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 87,142 15,530 4.6 16.72
21年3月期 88,403 16,019 5.1 18.78

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,005百万円 21年3月期  4,499百万円

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  有  
 

売上高 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

3,600 △81.8 △3,800 ― △4,000 ― △1,500 ― △6.26

通期 8,000 △75.1 △3,100 ― △3,500 ― △1,000 ― △4.17
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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 

 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場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項については、4ペ
ージ【定性的情報・財務諸表等】「3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 245,894,350株 21年3月期 245,894,350株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 6,287,098株 21年3月期 6,285,085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 239,608,295株 21年3月期第1四半期 239,615,948株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降、大幅に下落していた輸出、生産などの
一部指標において回復傾向がみられるものの、グローバルな金融資本市場の混乱が長期化する中、企業の
資金調達環境及び不動産の流動性については、依然として低迷が続いております。 
当社グループは、前連結会計年度より進めてまいりました再建プランを着実に実行していくことで事業
構造の建て直しを進めております。 
当第１四半期連結累計期間における営業収益は、営業貸付金残高の減少に伴い営業貸付金利息が減少し
たほか、前連結会計年度に実施した連結子会社株式の一部譲渡による持分法適用関連会社化などにより、
前年同四半期比10,512百万円(85.8％)減少の1,737百万円となりました。営業利益は、前連結会計年度よ
り進めてまいりました経営効率化により人件費関連費用や賃借料等が大幅に減少したものの、利息返還損
失引当金1,180百万円を追加計上したこと、不動産担保ローンにおいて貸倒引当金792百万円を計上したこ
となどにより、前年同四半期比3,469百万円減少の2,441百万円の営業損失となり、経常利益は、前年同四
半期比2,988百万円減少の2,387百万円の経常損失となりました。四半期純利益は、当社米ドル建無担保普
通社債等の一部を買入消却したことによる社債買入消却益2,200百万円の計上、投資有価証券評価損391百
万円の計上などにより、前年同四半期比1,091百万円減少の541百万円の四半期純損失となりました。 
  
事業の種類別セグメントにおける業績は以下のとおりであります。 
  
① 総合金融サービス事業 
総合金融サービス事業につきましては、投資銀行事業、信用保証事業及び中堅中小企業に対するロ
ーン事業（有担保ローン・無担保ローン）等を中心に展開しております。 
投資銀行事業については、これまで培った様々なノウハウを活用し、Ｍ＆Ａのアドバイザリー業
務、投融資案件のアレンジメントやデューデリジェンス支援及び投資事業組合の運営業務等を中心と
したフィービジネスを推進するとともに、新規事業として貿易サポート事業を開始しております。な
お、足許の事業環境を鑑みローン事業については、新規取り扱いを抑制し、業務の集約化、効率化を
推進しつつ回収額の最大化に取り組んでおります。 
この結果、営業収益は前年同四半期比3,949百万円（72.8％）の減少の1,475百万円、営業利益は前
年同四半期比1,879百万円減少の2,086百万円の営業損失となりました。 

  

② 不動産事業 
不動産事業につきましては、保有資産のバリューアップと投資効率の向上に努めました。 
この結果、営業収益は前年同四半期比896百万円（77.9％）減少の254百万円、営業利益は前年同四
半期比887百万円減少の236百万円の営業損失となりました。 
  
③ その他の事業 
その他の事業につきましては、営業収益は前年同四半期比5,667百万円（99.9％）減少の７百万円、
営業利益は前年同四半期比679百万円減少の０百万円の営業損失となりました。 
  
なお、「(5) セグメント情報」【事業の種類別セグメント情報】（追加情報）に記載のとおり、「債権
管理回収事業」はなくなりました。したがって、上記記載は変更後の数値を基に記載しております。 
  

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が2,625百万円、投
資有価証券が985百万円それぞれ増加したものの、営業貸付金が3,195百万円、関係会社貸付金が1,710
百万円それぞれ減少したことなどにより、1,261百万円（1.4％）減少の87,142百万円となりました。 
負債につきましては、保証債務残高の減少に伴い債務保証損失引当金が451百万円減少したことなど
により、前連結会計年度末に比べ771百万円（1.1％）減少の71,612百万円となりました。 
純資産につきましては、四半期純損失を計上したため利益剰余金が550百万円減少したことにより、
前連結会計年度末に比べ489百万円（3.1％）減少の15,530百万円となりました。 
  

【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
(1) 資産、負債及び純資産の状況
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当第１四半期連結累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、前連結会計
年度末に比べ2,624百万円増加し5,200百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおり
であります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,025百万円の減少（前
年同四半期は35,889百万円の増加）となりました。 
これは、税金等調整前四半期純損失が529百万円、社債買入消却益が2,200百万円となり、営業貸付金
の純減少による資金の増加が1,930百万円（前年同四半期は31,716百万円の資金の増加）となったこと
などによります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,703百万円の増加（前
年同四半期は1,001百万円の増加）となりました。 
これは、主に関係会社貸付金の回収による収入が1,710百万円（前年同四半期は1,714百万円）となっ
たことなど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） 
当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,947百万円の増加（前
年同四半期は38,883百万円の減少）となりました。 
これは、主に有利子負債の純増加による資金の増加が1,947百万円（前年同四半期は39,459百万円の
資金の減少）となったことなどによるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照ください。 
 
 なお、当社グループの経営成績、株価及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよ
うなものがあります。なお、かかる将来に関する事項は、本四半期決算短信提出日現在において当社グル
ープが判断したものであります。 
 ただし、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではなく、将来の出来事から発生する重
要かつ予測不能な影響等によって、新たなリスクや不確実な要素が発生する可能性があります。 
  
 ①経営環境上の要因によるリスク 
   (a) 経営環境の悪化 
    (b) 業界全般及び当社グループに対するネガティブな報道、不祥事の影響 
  
 ②法的規制の要因によるリスク 
   (a) ローン事業に関する規制 
     ⅰ) 貸付金利の規制 
    ⅱ) 過剰貸付に関する規制 
       ⅲ) 業務に関する規制 
  (b) 「金融商品取引法」 
  (c) その他の業務関連の規制等 
  
 ③事業上のリスク 
   (a) 資金調達及び調達金利 
    (b) 利息返還請求 
  (c) アウトソーシングに関するリスク 
  (d) 投資銀行関連業務に関するリスク 
  (e) 株式市況及び有価証券の流動性 

(f) 戦略的提携を成功、維持させる能力 
(g) 不動産市況及び流動性 
(h) 譲渡債権に関するリスク 

   

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 
  

当社グループは、前連結会計年度において２期連続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失
を計上しております。当第１四半期連結累計期間においても営業損失2,441百万円、経常損失2,387百
万円及び四半期純損失541百万円を計上しており、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消すべく以下に記載している事業構造の転換、財務基盤の安定化及
びスリムな組織体制の構築を図るべく再建プランを前連結会計年度から継続して実施しております。

1. 事業構造の転換 

当社グループがこれまで培ってきた与信管理並びに貸出・債権回収ノウハウのほか、未上場
企業への投資、Ｍ＆Ａ及び資金調達などを通して培ったノウハウを活用し、Ｍ＆Ａのアドバイ
ザリー業務、投融資案件のアレンジメントやデューデリジェンス支援及び投資事業組合の運営
業務等を中心としたフィービジネスへの移行による手数料収入の拡大を進めております。 

2. 財務基盤の安定化 

当社は、安定的な財務基盤を構築するため、前連結会計年度において、中小企業に対する経
営・資金・事業面における支援を行っている中小企業保証機構㈱と戦略的資本・業務提携を締
結し、同社との関係強化を図り経営再建を更に推し進めております。 
なお、資金面については、日本振興銀行㈱及び中小企業保証機構㈱から必要な資金支援を受
けており、主要取引金融機関からの資金支援及び資産処分等により、資金調達の安定化に努め
ております。 

3. スリムな組織体制の構築 

注力事業の選択と集中による一層の経営効率化を図るべく、前連結会計年度において、当社
の連結子会社であったニッシン債権回収㈱、ＮＩＳリース㈱等の株式の一部譲渡による持分法
適用関連会社化などを始めとしたグループ再編、その他資産の順次売却及び債権管理体制の強
化を目的とした営業拠点の集約化並びに人員の転籍・出向を実施したほか、当連結会計年度に
おいても、本社事務所の移転、業務のアウトソーシング化等による経費削減を引き続き実施し
ております。 

しかし、これらの対応策をとっても利息返還損失や営業貸付金にかかる貸倒費用の増加等を吸収す
るだけの事業収益を確保できるか否かは外部要因に大きく依存し不確実性を伴うため、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しており、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反映しておりません。 

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
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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 6,052 3,427

営業貸付金 30,252 33,447

求償債権 4,200 3,692

販売用不動産 7,550 7,580

仕掛販売用不動産 6,193 6,193

その他 2,671 5,167

貸倒引当金 △5,484 △7,373

流動資産合計 51,434 52,135

固定資産   

有形固定資産 108 871

無形固定資産 43 62

投資その他の資産   

投資有価証券 9,134 8,149

破産更生債権等 47,948 46,955

その他 8,092 8,680

貸倒引当金 △29,718 △28,609

投資その他の資産合計 35,457 35,175

固定資産合計 35,610 36,109

繰延資産 97 159

資産合計 87,142 88,403
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（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) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,120 12,700

1年内返済予定の長期借入金 8,533 13,763

1年内償還予定の社債 4,000 5,000

有価証券譲渡見合債務 7,200 7,200

未払法人税等 1,081 1,162

債務保証損失引当金 2,202 2,653

その他の引当金 28 336

その他 3,075 2,511

流動負債合計 46,241 45,328

固定負債   

社債 7,248 11,198

長期借入金 3,978 1,358

利息返還損失引当金 11,210 11,340

関係会社事業損失引当金 2,502 2,726

その他の引当金 27 27

その他 403 405

固定負債合計 25,370 27,055

負債合計 71,612 72,383

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,289 26,289

資本剰余金 30,180 30,180

利益剰余金 △49,262 △48,711

自己株式 △3,893 △3,893

株主資本合計 3,313 3,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 215 △148

繰延ヘッジ損益 476 783

評価・換算差額等合計 691 634

少数株主持分 11,524 11,520

純資産合計 15,530 16,019

負債純資産合計 87,142 88,403
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(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 12,249 1,737

営業費用 6,517 996

営業総利益 5,732 741

販売費及び一般管理費 4,704 3,182

営業利益又は営業損失（△） 1,028 △2,441

営業外収益   

受取利息 39 106

受取配当金 25 32

受取保証料 152 55

持分法による投資利益 － 122

為替差益 － 246

その他 68 28

営業外収益合計 285 592

営業外費用   

支払利息 575 476

持分法による投資損失 65 －

投資事業組合運用損 34 44

その他 37 17

営業外費用合計 713 538

経常利益又は経常損失（△） 600 △2,387

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 105 －

社債買入消却益 － 2,200

受取補償金 200 －

その他 2 144

特別利益合計 310 2,344

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 9 0

減損損失 64 19

投資有価証券評価損 31 391

その他 33 75

特別損失合計 139 487

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（△）

771 △529

法人税、住民税及び事業税 104 8

法人税等調整額 37 －

法人税等合計 141 8

少数株主利益 80 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 549 △541
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(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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

771 △529

減価償却費 540 19

減損損失 64 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,189 △760

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △689 △130

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） △609 △223

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △451

その他の引当金の増減額（△は減少） △205 △227

受取利息及び受取配当金 △129 △139

支払利息 1,293 1,078

固定資産除売却損益（△は益） 7 0

投資有価証券売却損益（△は益） △105 0

投資有価証券評価損益（△は益） 31 391

社債買入消却益 － △2,200

貸倒償却額 3,201 2,185

未収営業貸付金利息の増減額（△は増加） 81 19

未経過営業貸付金利息の増減額（△は減少） △4 △13

その他 △682 △423

小計 1,376 △1,384

利息及び配当金の受取額 106 139

利息の支払額 △1,608 △1,413

法人税等の支払額 △920 △42

小計 △1,045 △2,702

営業貸付金の増減額（△は増加） 31,716 1,930

買取債権の増減額（△は増加） 2,473 －

買取不動産の増減額（△は増加） 1,609 －

リース資産の取得による支出 △138 －

割賦債権の増減額（△は増加） 326 －

販売用不動産及び仕掛販売用不動産の増減額（△
は増加）

△151 △253

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,100 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,889 △1,025
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（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) 

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 △450 －

有形固定資産の取得による支出 △21 －

有形固定資産の売却による収入 18 －

無形固定資産の取得による支出 △16 △7

投資有価証券の取得による支出 △1,839 △639

投資有価証券の売却による収入 1,203 13

その他の関係会社有価証券の償還による収入 369 －

関係会社貸付金の回収による収入 1,714 1,710

その他 23 627

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,001 1,703

財務活動によるキャッシュ・フロー   

制限付預金の預入による支出 △638 △0

短期借入れによる収入 7,400 10,050

短期借入金の返済による支出 △11,560 △2,630

長期借入れによる収入 3,238 1,000

長期借入金の返済による支出 △22,787 △3,601

社債の償還による支出 △7,500 △2,870

債権信託見合債務の減少額 △8,250 －

その他 1,214 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,883 1,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,992 2,624

現金及び現金同等物の期首残高 9,552 2,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,560 5,200
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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） 

当社グループは、前連結会計年度において２期連続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失

を計上しております。当第１四半期連結累計期間においても営業損失2,441百万円、経常損失2,387百

万円及び四半期純損失541百万円を計上しており、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく以下に記載している事業構造の転換、財務基盤の安定化及

びスリムな組織体制の構築を図るべく再建プランを前連結会計年度から継続して実施しております。

1. 事業構造の転換 

当社グループがこれまで培ってきた与信管理並びに貸出・債権回収ノウハウのほか、未上場企

業への投資、Ｍ＆Ａ及び資金調達などを通して培ったノウハウを活用し、Ｍ＆Ａのアドバイザリ

ー業務、投融資案件のアレンジメントやデューデリジェンス支援及び投資事業組合の運営業務等

を中心としたフィービジネスへの移行による手数料収入の拡大を進めております。 

2. 財務基盤の安定化 

当社は、安定的な財務基盤を構築するため、前連結会計年度において、中小企業に対する経

営・資金・事業面における支援を行っている中小企業保証機構㈱と戦略的資本・業務提携を締結

し、同社との関係強化を図り経営再建を更に推し進めております。 

なお、資金面については、日本振興銀行㈱及び中小企業保証機構㈱から必要な資金支援を受け

ており、主要取引金融機関からの資金支援及び資産処分等により、資金調達の安定化に努めてお

ります。 

3. スリムな組織体制の構築 

注力事業の選択と集中による一層の経営効率化を図るべく、前連結会計年度において、当社の

連結子会社であったニッシン債権回収㈱、ＮＩＳリース㈱等の株式の一部譲渡による持分法適用

関連会社化などを始めとしたグループ再編、その他資産の順次売却及び債権管理体制の強化を目

的とした営業拠点の集約化並びに人員の転籍・出向を実施したほか、当連結会計年度において

も、本社事務所の移転、業務のアウトソーシング化等による経費削減を引き続き実施しておりま

す。 

しかし、これらの対応策をとっても利息返還損失や営業貸付金にかかる貸倒費用の増加等を吸収す

るだけの事業収益を確保できるか否かは外部要因に大きく依存し不確実性を伴うため、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しており、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反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(注) 1.  事業の区分の方法 

事業の区分は、事業の種類・性質及び営業取引の類似性を考慮して区分したものであります。 

2. 各事業区分の主な内容 

(1)総合金融サービス事業・・・消費者及び事業者を対象とした各種ローン、リース等の提供及び保証並び

に証券事業 

(2)債権管理回収事業・・・・・特定金銭債権の管理、回収、買取及び投資 

(3)不動産事業・・・・・・・・不動産売買、不動産開発、アセットマネジメント     

(4)その他の事業・・・・・・・事業者支援事業、保険代理事業等 

  

 
(注) 1.  事業の区分の方法 

事業の区分は、事業の種類・性質及び営業取引の類似性を考慮して区分したものであります。 

2. 各事業区分の主な内容 

(1)総合金融サービス事業・・・消費者及び事業者を対象とした各種ローンの提供及び保証並びに投資銀行

事業 

(2)不動産事業・・・・・・・・不動産売買、不動産開発、アセットマネジメント    

(3)その他の事業・・・・・・・事業者支援事業等 

（追加情報） 

従来、「債権管理回収事業」は区分表示しておりましたが、当該事業を行う連結子会社であったニッシン

債権回収㈱が前連結会計年度において持分法適用関連会社となったことに伴い、当該セグメントはなくなり

ました。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

総合金融サ
ービス事業 
(百万円)

債権管理回
収事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に対する営業
収益

5,424 5,626 1,150 48 12,249 ― 12,249

(2) セグメント間の内部営
業収益又は振替高

192 ― ― 0 193 (193) ―

計 5,617 5,626 1,150 48 12,443 (193) 12,249

営業利益又は営業損失（△） △206 734 651 △55 1,124 (95) 1,028

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）

総合金融サー
ビス事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の
事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に対する営業
収益

1,475 254 7 1,737 ― 1,737

(2) セグメント間の内部営
業収益又は振替高

193 7 ─ 201 (201) ―

計 1,669 261 7 1,938 (201) 1,737

営業損失 2,086 236 0 2,323 117 2,441
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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）  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

 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）

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグ

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）

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

 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）

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高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）

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(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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【当社グループにおける営業実績】 

(1) 事業別営業収益 

   
(注) 1. 事業区分は、事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

なお、セグメント区分につきましては、従来、「債権管理回収事業」は区分表示しておりましたが、当該事

業を行う連結子会社であったニッシン債権回収㈱が前連結会計年度において持分法適用関連会社となったこ

とに伴い、当該セグメントはなくなりました。 

 2. 総合金融サービス事業については、主にリース事業を行う連結子会社であるＮＩＳリース㈱が前連結会計年

度に持分法適用関連会社となりました。 

 3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

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）

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

担保付ローン 977 8.0 198 11.4

事業者向ローン 1,430 11.7 149 8.6

営業貸付 
金利息

商業手形割引 1 0.0 ― ―

消費者向ローン 771 6.3 313 18.1

総合金融 
サービス 
事業

計 3,180 26.0 661 38.1

受取手数料 52 0.4 17 1.0

受取保証料 258 2.1 408 23.5

リース・割賦売上高 1,054 8.6 ― ―

その他 878 7.2 388 22.4

計 2,244 18.3 813 46.9

小計 5,424 44.3 1,475 85.0

不動産 
事業

不動産売却収入 830 6.8 ― ―

その他 320 2.6 254 14.6

小計 1,150 9.4 254 14.6

その他の 
事業

買取債権回収高 3,320 27.1 ─ ─

買取不動産売却収入 1,727 14.1 ― ―

その他 626 5.1 7 0.4

小計 5,674 46.3 7 0.4

合計 12,249 100.0 1,737 100.0
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(2) 事業別営業資産 

   
(注) 1. 割賦債権については、割賦未実現利益を控除した額によっております。 

 2. 上記のほか、総合金融サービス事業（信用保証事業）にかかる保証債務残高は以下のとおりであります。 

   
(注) 保証債務残高は、債務保証損失引当金及び関係会社事業損失引当金控除後の金額を記載しております。 

 3. セグメント区分につきましては、従来、「債権管理回収事業」は区分表示しておりましたが、当該事業を行

う連結子会社であったニッシン債権回収㈱が前連結会計年度において持分法適用関連会社となったことに伴

い、当該セグメントはなくなりました。 

 4. 総合金融サービス事業については、主にリース事業を行う連結子会社であったＮＩＳリース㈱が前連結会計

年度に持分法適用関連会社となったほか、主に証券事業を行う連結子会社であったＮＩＳ証券㈱（現ヤマゲ

ン証券㈱）が前連結会計年度に連結子会社に該当しないこととなりました。 

  

区分

前第１四半期連結累計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間末
（平成21年６月30日）

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

担保付ローン 42,139 24.0 9,532 19.4

商業手形 
及び営業 
貸付金

事業者向ローン 27,258 15.6 11,081 22.6

商業手形割引 28 0.0 1 0.0

消費者向ローン 19,045 10.9 9,638 19.7

計 88,472 50.5 30,253 61.7

求償債権 2,851 1.6 4,200 8.6

所有権移 
転外ファ 
イナンス 
・リース 
資産

機械及び装置 233 0.1 ― ―

総合金融 
サービス 
事業

器具備品 1,890 1.1 ― ―

ソフトウエア 386 0.2 ― ―

その他 27 0.0 ― ―

計 2,538 1.4 ― ―

オペレーティング・リース資産 1,906 1.1 ― ―

割賦債権 3,922 2.2 ― ―

信用取引資産 2,628 1.5 ― ―

その他の資産 3,501 2.1 808 1.7

小計 105,821 60.4 35,262 72.0

不動産 
事業

販売用不動産 15,871 9.1 7,550 15.4

仕掛販売用不動産 10,167 5.8 6,193 12.6

小計 26,039 14.9 13,743 28.0

その他の 
事業

買取債権 25,712 14.7 ─ ─

買取不動産 17,533 10.0 ― ―

その他 ─ ─ 20 0.0

小計 43,245 24.7 20 0.0

合計 175,107 100.0 49,026 100.0

区分

前第１四半期連結累計期間末
（平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間末
（平成21年６月30日）

金額(百万円) 金額(百万円)

 保証債務残高 28,526 17,746

Ｎ Ｉ Ｓ グループ㈱ (8571)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

―　15　―




