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1.  21年8月期の業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

平成20年８月期決算にて３月期から８月期決算に決算期が変更となった結果、平成20年８月期は５ヶ月決算となっているため、対前期増減率の記載は省
略しております。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 1,538 ― 401 ― 423 ― 421 ―

20年8月期 495 ― △189 ― △183 ― △312 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年8月期 27.40 ― 91.8 6.5 26.1
20年8月期 △20.31 ― 81.4 △2.5 △38.3

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年8月期  ―百万円

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 8,773 691 7.9 44.96
20年8月期 4,300 227 5.3 14.77

（参考） 自己資本   21年8月期  691百万円 20年8月期  227百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 △740 △1,962 4,950 2,399
20年8月期 3,478 △383 △4,121 151

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年8月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年8月期の業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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）

 

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

1,168 73.1 182 △20.2 244 5.3 243 5.0 15.85

通期 2,576 67.5 442 10.0 509 20.2 506 20.2 32.95
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定となる株式数については、23ページ「１株あたり情報」をご覧下さい。 

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） 21年8月期 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  357,075株 20年8月期  357,075株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記業績予想につきましては、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ます。 
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想の前提条件、その他関連する事項につきましては
３ページをご覧下さい。 
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当事業年度（平成20年9月1日～平成21年8月31日）の経営成績

　当事業年度における我が国経済は、2008年9月のリーマン・ショック以降、金融資本市場の混乱を発端とした世界

景気の急速な悪化に伴い景気の落ち込みが深刻化する中、一部で在庫調整が進展するなど回復の兆しがうかがわれ

るものの、雇用・所得環境の悪化、設備投資の減少などのマイナス要因により景気低迷が長期化の様相を呈してお

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、貸金業法の改正等により上限金利引き下げおよび利息返還請

求等の影響を受け、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月より従前の融資事業より保証事業主体の体制に変

革を図ってまいりましたが、平成21年4月よりさらに収益基盤を磐石にすべく保証事業に加えて商業手形割引事業の

積極的推進を行ってまいりました。また業務の一層の効率化とスピードアップを目的に平成21年7月に本店の所在地

を福岡県北九州市小倉北区から東京都千代田区に変更、その後主力の保証業務に加え商業手形割引事業についても

業容が順調に推移し、さらなる事業拡大を鑑み平成21年8月に本社機能を東京都墨田区に移転させました。

　その状況下、当事業年度末の保証残高が20,397,093千円になったことに伴い、受取保証料は980,624千円となり、

保証事業から生じる受取手数料は221,263千円となりました。このため保証事業における営業収益合計は1,201,887

千円となりました。また、融資事業における商業手形割引残高は順調に売上が増加した結果、前事業年度末比

451.53％増の2,320,253千円となり、商業手形割引事業から生じる受取割引料と受取手数料はそれぞれ94,439千円と

52,464千円の合計146,903千円となりました。一方、営業貸付金残高は、前事業年度比2.74％増の567,013千円と微

増に留まったことにより受取利息は181,637千円となりました。これらの結果、当事業年度における営業収益は

1,538,102千円となりました。

　営業費用は、主に短期借入金の増加に伴い274,435千円となり、販売費及び一般管理費は、貸倒関連費用等が当初

予想通りであったことにより861,786千円となったことから、営業利益は401,881千円、経常利益は423,585千円、当

事業年度は421,590千円の当期純利益となりました。

 ②翌事業年度の見通し

　翌事業年度においては、引き続き保証事業に加え商業手形割引事業を主たる営業収益源とし、営業収益は約2,576

百万円を予定しております。構成比は保証事業72.9％、商業手形割引事業21.4％、営業貸付事業5.7％の予定であり、

今期と比較して商業手形割引事業の比率が高くなる見通しであります。営業費用に関しては有利子負債の増加に伴

い約725百万円を予定しているほか、人件費関連として約335百万円、貸倒費用および利息返還関連費用として約702

百万円を予定していることから、販売費及び一般管理費合計が約1,409百万円となる見通しであります。この結果、

営業利益は約442百万円、経常利益は約509百万円、当期純利益は506百万円を予定しております。

(2）財政状態に関する分析

①資産及び負債並びに純資産の状況

　当事業年度末の資産合計は、預金の増加、商業手形割引の残高増加、投資有価証券の増加を主な要因として前事

業年度末比104.0％増の8,773,719千円となりました。

　負債合計は、日本振興銀行株式会社からの短期借入金が7,600,000千円となったことを主な要因として前事業年度

末比98.4％増の8,082,119千円となりました。

　純資産合計は、当事業年度において421,590千円の当期純利益となった結果、前事業年度末比204.3％増の691,600

千円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動において商業手形割引の残高が

増加したことなどにより740,118千円の資金の減少となり、投資活動において投資有価証券の取得を行ったことなど

により1,962,783千円の資金の減少となりました。一方、財務活動において短期借入金が増加したことになどにより

4,950,750千円の資金の増加となりました。この結果、当事業年度末時点において2,399,787千円（前事業年度末は

151,940千円）となりました。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において、営業活動による資金の減少は740,118千円（前事業年度は3,478,425千円の資金の増加）と

なりました。これは、主として、商業手形割引の残高増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において、投資活動による資金の減少は1,962,783千円（前事業年度は383,261千円の減少）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。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当事業年度において、財務活動による資金の増加は4,950,750千円（前事業年度は4,121,050千円の減少）となり

ました。これは、主として、日本振興銀行株式会社からの短期借入金が増加したことによるものです。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成20年8月期 平成21年8月期

　自己資本比率（％） 20.5 3.0 5.2 5.3 7.9

　時価ベースの自己資本比率

（％）
29.0 13.6 19.8 52.6 20.0

 キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）
－ － 1.2 0.8 －

 インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － 13.3 44.8 －

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 （注）①株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 ②有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 ③平成18年3月期、平成19年3月期、平成21年8月期に係るキャッシュ・フロー対有利子負債比率及び、インタレス

ト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・翌事業年度の配当

　　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な課題として位置付けており、事業環境及び業績動向等を勘

案し、また、経営体質の充実強化と将来の事業展開に備えるための内部留保とのバランスに留意しながら、利益配分

を実施していく方針を採っており、配当政策については、配当性向30％を目安としております。当事業年度におきま

しては、当期純利益となったものの繰越利益剰余金△2,866,992千円が発生しているため、株主の皆様には誠に申し訳

なく存じますが、期末配当の実施を見送らせていただきます。また、翌事業年度の配当予想に関しては、繰越欠損金

の解消には至らない予定であるため自己資本の充実を図る観点から、配当の実施を見送ることを計画の前提としてお

りますが、計画を上回る利益計上を目指し、早期の復配を目指す所存であります。

なお、内部留保資金の使途に関する考え方としては、商業手形割引事業、保証事業のほか、将来への戦略投資など

に活用し、経営体質の充実強化と業績の向上に役立てていく方針であります。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財政状態等に重要な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、文中における将来に関する事項は、本資料提出日現在において、当社が判断したものであります。

　ただし、業績に影響を与え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

可能な影響等により、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

（1）経営環境の悪化

（2）業界全般及び当社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

当社は、事業者向けローン事業を行うにあたり、主に次の法律の規制を受けております。

（1）ローン事業に関する規制

①貸付金利の規制

・「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」

・「利息制限法」

②過剰貸付に関する規制

③業務に関する規制

・「貸金業法」

・「金融庁事務ガイドライン（第三分冊金融会社関係）」

（2）その他の業務関連の規制等

・「金融機関等による顧客等の本人確認等の法律」

・「金融商品取引法」

３．事業上のリスク

（1）資金調達

①調達金利の変動

②取引金融機関等との関係

（2）利息返還請求
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２．企業集団の状況

　該当する事項はございません。

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、どのような状況下においても、「Speed重視、Solutionの提示、お客様とステークホルダーをSatisfied」

の３つの言葉を念頭に全社一丸となり、中小企業及び個人事業主の皆様に、融資事業にとどまらない多様な商品・サー

ビスを提供し続けるために、「中小企業のビジネス市場におけるバリューチェーンの繋ぎ部分をお任せいただける機

能を当社に付加し続けること」及び「事業主様のあらゆるニーズに対応すべく努力し、お客様とともに利益を生み出

すことで社会に貢献する」という強い使命感をもって事業に取り組み、社会的存在意義を高め、企業価値の向上に努

めてまいります。

(2）目標とする経営指標

 当社は、ステークホルダーを意識した経営に努め、資本の効率的運用と財務体質の強化を図り、収益性を向上させ

るため、目標とする経営指標として自己資本当期純利益率と自己資本比率を重視しております。当事業年度末におき

ましては、自己資本比率は上昇しておりますが今後とも目標とする経営指標の向上および適正水準の確保に努めてま

いります。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

  当社は、前期の平成20年４月より保証事業主体の体制への変革を行ってまいりましたが、加えて当期の平成21年４

月より商業手形割引事業の積極的な推進を行うことにより、安定的に収益を上げられる体制の構築に努めてまいりま

す。

　具体的には、以下の事項に取り組んでいく方針であります。

１．事業収益の拡大

　①保証事業の強化

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、前期に

引き続き当期においても順調に保証残高を増加させてまいりました。今後におきましても厳格な審査体制に基づ

く保証業務を行うことにより、慎重かつ積極的な事業運営を図り、事業収益を拡大すべく努めてまいります。

　②商業手形割引事業の強化

　平成21年4月より商業手形割引事業の審査部門の充実、および東京・大阪2拠点による営業部門の強化を行って

まいりました。加えて平成21年７月には営業拠点を北九州に拡大、現在3拠点体制となっております。厳格な審査

体制を基本としておりかつ収益の拡大に努めてまいります。

２．与信管理体制の強化

　保証事業および商業手形割引事業を成功させるために、システム投資を行い業務効率を向上させるとともに厳

格な審査基準を確立させ与信管理体制を強化してまいります。 

３. 経理面、人材面、システム面の業務効率化

　当社は、「中小企業振興ネットワーク企業」の中核企業である中小企業保証機構株式会社、中小企業人材機構株

式会社、中小企業IT支援機構株式会社に、経理面、人材面、システム面のアウトソーシングを行い、業務の一層の

効率化を図ってまいります。

４.  中小企業振興ネットワーク企業との提携の強化

「中小企業に対するあらゆるサービスを提供できる効率的で有効なネットワークを構築していく」という平成20

年7月に創設された「中小企業振興ネットワーク企業」の共通ビジョンのもと、中小企業・零細企業・個人事業主を

全力で支援できるように、中小企業振興ネットワーク企業との提携を強化、各種サービスを提供してまいります。

５．資金調達先の開拓

当事業年度におきましては、当面の資金調達手段として、日本振興銀行株式会社より借入を行っており借入残高

は7,600,000千円となっております。

　現在、旧取引金融機関に加え新規金融機関の開拓を強化しており、平成21年９月には、旧取引金融機関及び新規

金融機関よりそれぞれ１行ずつ調達先が増加しました。また、商業手形割引残高の増加を見通した当該金融資産を

活用した資金調達も今後予定しており、資金調達の多様化を積極的に行ってまいります。
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(4）内部管理体制の整備・運用状況

  当社の内部監査は、法務監査部員が担当し、会計監査及び業務監査を実施しております。内部監査では、営業部門

及び管理部門の業務執行に関し、内部牽制が適正に働いているか、また社内規程等に基づき適切な業務運営がなされ

ているか監視しております。

当社は、お客様をはじめとするあらゆるステークホルダーの方々とともに成長していくためには、内部統制システ

ムを整備し、コンプライアンスの充実を含め、取り組むべき課題を迅速に発見するとともに、適切な対応を図ること

が不可決であると考えております。このため、法令遵守を徹底するため実効性のある体制づくりを強化し、不正の発

見・防止及びその改善を行っております。

なお、当社は、主要事業として貸金業を営んでおり、貸金業法の適用を受けております。貸金業法は昭和59年５月

に施行された後、頻繁に改正され、その都度貸金業を営む事業者への規制が強化されております。主として、貸金業

を事業ドメインとする当社としては、貸金業法へのコンプライアンス対応が当社の事業目的を達成するために必要な

最低条件として認識しており、コンプライアンス委員会を定期的に行っております。当社は、今後も引き続きコンプ

ライアンス徹底に向けた社内研修等の諸施策を実施してまいります。　

　（業務執行・内部統制の仕組み）
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１【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 225,600 2,399,787

商業手形 420,692 2,320,253

営業貸付金 551,893 567,013

貯蔵品 959 －

有価証券 － 594,000

前払費用 3,904 7,374

未収収益 498 1,427

未収入金 62,290 159,115

関係会社未収入金 2,009,863 －

その他 9,562 2,152

貸倒引当金 △185,847 △38,198

流動資産合計 3,099,416 6,012,926

固定資産   

有形固定資産   

建物 251,241 259,207

減価償却累計額 △175,310 △179,626

建物（純額） 75,931 79,581

構築物 1,983 1,983

減価償却累計額 △1,983 △1,983

構築物（純額） － －

器具備品 24,445 39,175

減価償却累計額 △24,044 △26,010

器具備品（純額） 400 13,165

土地 265,198 265,198

有形固定資産合計 341,530 357,945

無形固定資産   

ソフトウエア 192 11,182

電話加入権 224 224

無形固定資産合計 416 11,407

投資その他の資産   

投資有価証券 814,313 2,299,112

破産更生債権等 65,526 86,726

求償債権 － 114,855

長期前払費用 339 154

その他 9,511 29,779

貸倒引当金 △30,614 △139,188

投資その他の資産合計 859,076 2,391,440

固定資産合計 1,201,024 2,760,793

資産合計 4,300,440 8,773,719
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,400,000 7,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,144,920 －

未払金 42,276 40,860

未払費用 5,596 14,340

未払法人税等 2,732 6,531

預り金 2,158 4,260

前受収益 1,018,110 39,383

債務保証損失引当金 48,659 126,823

修繕引当金 20,000 15,771

その他 1,418 1,532

流動負債合計 3,685,873 7,849,503

固定負債   

長期借入金 104,330 －

役員退職慰労引当金 7,614 －

利息返還損失引当金 5,479 59,402

関係会社長期未払保証料 263,178 138,298

繰延税金負債 1,823 31,400

その他 4,834 3,515

固定負債合計 387,258 232,615

負債合計 4,073,132 8,082,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,126,399 1,126,399

資本剰余金   

資本準備金 1,114,599 1,114,599

資本剰余金合計 1,114,599 1,114,599

利益剰余金   

利益準備金 50,420 50,420

その他利益剰余金   

別途積立金 1,325,698 1,325,698

繰越利益剰余金 △3,288,582 △2,866,992

利益剰余金合計 △1,912,463 △1,490,873

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 227,298 648,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 42,712

評価・換算差額等合計 10 42,712

純資産合計 227,308 691,600

負債純資産合計 4,300,440 8,773,719
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収益   

受取割引料 6,649 94,439

受取利息 297,623 181,637

受取保証料 126,716 980,624

受取手数料 64,387 281,159

預金利息 271 －

その他の営業収益 － 242

営業収益合計 495,647 1,538,102

営業費用   

借入金利息 83,625 238,409

支払保証料 143,964 27,880

支払手数料 816 8,145

営業費用合計 228,406 274,435

営業総利益 267,241 1,263,667

販売費及び一般管理費   

役員報酬 13,721 29,665

給料及び手当 96,781 239,398

福利厚生費 11,750 －

採用・研修費 104 －

審査費 5,621 23,364

債権管理費 963 －

営業費 1,300 －

旅費及び交通費 8,907 19,862

支払報酬 － 56,492

業務委託費 － 22,865

通信費 5,060 －

貸倒引当金繰入額 182,821 72,854

貸倒損失 396 33,525

債務保証損失引当金繰入額 48,659 78,163

利息返還損失引当金繰入額 － 53,923

支払手数料 － 83,633

事務用品・消耗品費 1,378 －

地代家賃 3,480 25,643

減価償却費 1,439 6,804

租税公課 8,621 23,607

修繕引当金繰入額 20,000 －

その他 45,861 91,982

販売費及び一般管理費合計 456,870 861,786

営業利益又は営業損失（△） △189,629 401,881
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業外収益   

受取配当金 164 285

不動産賃貸収入 7,251 9,814

有価証券利息 － 10,190

その他 2,997 3,623

営業外収益合計 10,413 23,914

営業外費用   

不動産賃貸費用 4,275 1,846

その他 0 364

営業外費用合計 4,275 2,210

経常利益又は経常損失（△） △183,490 423,585

特別利益   

償却債権取立益 784 1,503

前期損益修正益 1,681 －

賞与引当金戻入額 14,209 －

利息返還損失引当金戻入額 13,938 －

特別利益合計 30,612 1,503

特別損失   

固定資産処分損 47,349 －

投資有価証券評価損 2,495 －

構造改善費用 326 －

債権売却損 100,354 －

特別損失合計 150,525 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △303,403 425,088

法人税、住民税及び事業税 9,009 3,498

法人税等合計 9,009 3,498

当期純利益又は当期純損失（△） △312,412 421,590
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,126,399 1,126,399

当期末残高 1,126,399 1,126,399

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,114,599 1,114,599

当期末残高 1,114,599 1,114,599

資本剰余金合計   

前期末残高 1,114,599 1,114,599

当期末残高 1,114,599 1,114,599

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 50,420 50,420

当期末残高 50,420 50,420

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,325,698 1,325,698

当期末残高 1,325,698 1,325,698

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,976,169 △3,288,582

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △312,412 421,590

当期変動額合計 △312,412 421,590

当期末残高 △3,288,582 △2,866,992

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,600,050 △1,912,463

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △312,412 421,590

当期変動額合計 △312,412 421,590

当期末残高 △1,912,463 △1,490,873

自己株式   

前期末残高 △101,236 △101,236

当期末残高 △101,236 △101,236

株主資本合計   

前期末残高 539,711 227,298

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △312,412 421,590

当期変動額合計 △312,412 421,590

当期末残高 227,298 648,888
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 662 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △652 42,701

当期変動額合計 △652 42,701

当期末残高 10 42,712

評価・換算差額等合計   

前期末残高 662 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △652 42,701

当期変動額合計 △652 42,701

当期末残高 10 42,712

純資産合計   

前期末残高 540,373 227,308

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △312,412 421,590

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △652 42,701

当期変動額合計 △313,065 464,291

当期末残高 227,308 691,600
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △303,403 425,088

減価償却費 2,468 6,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162,911 △39,075

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △13,938 53,923

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,209 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △401 △7,614

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 48,659 78,163

修繕引当金の増減額（△は減少） 20,000 △4,228

関係会社長期未払保証料の増減額（△は減少） △2,385,366 △124,879

固定資産処分損益（△は益） 47,349 －

受取利息及び配当金 △164 △10,476

支払利息 83,625 238,409

投資有価証券評価損益（△は益） 2,495 －

商業手形の増減額（△は増加） △255,984 △1,899,561

営業貸付金の増減額（△は増加） 5,192,370 △15,119

求償債権の増減額（△は増加） － △114,855

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,175,120 △21,199

関係会社未収入金の増減額（△は増加） △2,009,863 2,009,863

前受収益の増減額（△は減少） 1,014,415 △978,727

その他 △3,309 △112,528

小計 3,762,776 △516,015

利息及び配当金の受取額 164 10,417

利息の支払額 △77,660 △230,185

法人税等の支払額 △206,855 △4,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,478,425 △740,118

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 △158,219 △1,200,100

定期性預金の払戻による収入 421,478 1,273,760

有価証券の取得による支出 － △536,000

有形固定資産の取得による支出 △460 △20,224

有形固定資産の売却による収入 69,839 －

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 △715,900 △1,470,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △383,261 △1,962,783
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31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 1,400,000 6,900,000

短期借入金の返済による支出 △1,200,000 △700,000

関係会社短期借入金の返済による支出 △3,600,000 －

長期借入金の返済による支出 △721,050 △1,249,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,121,050 4,950,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,025,886 2,247,847

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,826 151,940

現金及び現金同等物の期末残高 151,940 2,399,787
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継続企業の前提に関する注記

第　36　期
（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

　平成19年12月に施行された改正貸金業法の影響から、各

貸金業者は生き残りをかけて事業体制の再構築を図ってお

り、事業形態の変革を余儀なくされた貸金業者は数知れず、

新規登録会社の減少および廃業や不更新業者の増加を招く

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、平成19年11月度より、事業の選択

と集中及び抜本的なコスト構造改革を実施し、平成20年4

月度から本格稼動した保証事業を積極かつ慎重に推進する

ことによって、融資事業から保証事業へと収益源の多様化

及び収益構造の変換を図り、安定的に収益を上げられる体

制の構築に努めてまいりました。

　この結果、当社の中核事業となる保証事業における営業

収益は183,934千円となり、当社営業収益に対する構成比

も37.11％となりました。一方、融資事業における営業収

益は308,482千円となり、当社営業収益に対する構成比は

前事業年度の99.94％から62.23％となりました。しかしな

がら、本格稼動から5ヶ月間の保証業務における営業収益

では、将来展望の基盤を構築するための費用を吸収するこ

とはできず、営業損失189,629千円（前事業年度は744,192

千円）、経常損失183,490千円（前事業年度は738,960千円）、

当期純損失312,412千円（前事業年度は1,187,122千円）と

継続的に営業損失、経常損失及び当期純損失の計上となり

ました。

　当該状況により、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。
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第　36　期
（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

　また、平成20年４月23日開催の臨時株主総会、平成

20年６月25日の第35回定時株主総会決議に基づき、日

本振興銀行株式会社から役員を招聘しているほか、審

査体制の強化を目的として５名の出向者を受け入れて

おります。現時点におきましては、５名の転籍者及び

２名の出向者を受け入れております。今後におきまし

ても、積極的に相互の人材交流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. システム面、人材面、財務面等の支援

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。

当面の資金調達手段として、日本振興銀行株式会社や

中小企業保証機構株式会社より借入を行ってまいります。

なお、日本振興銀行株式会社を除く市中金融機関との取

引は縮小するものの、長期的な視野に立脚し、友好関係

は維持できるよう努めてまいります。

　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財務諸表には反映しておりま

せん。
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重要な会計方針

項　　目
第　36　期

（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

 　  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 　  建物　　　　　15～50年

　器具備品　　　　　４年

(1）有形固定資産(リース資産を除く)

　定率法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建物　　　　　15～50年

　　器具備品　　　４～15年

 (2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産(リース資産を除く)

同左

  

 

(3)リース資産　

　リース期間を耐用年数とし、残存価

格を零とする定額法を採用しておりま

す。 

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年3月31日以前のリース取引に

ついては、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。

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

　なお、平成20年３月３日付けで締結

した合意書に基づき、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を

保証されております。また、当社はそ

の対価として平成20年２月末時点の保

証対象債権に係る貸倒引当金相当額（保

証料Ⅰ）及び平成20年３月以降に保証

対象債権より生じる受取利息の半額（保

証料Ⅱ）を保証料として支払っており

ます。

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。
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項　　目
第　36　期

（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

　 　当社は上記の合意内容について、以

下のような会計処理を行っております。

　損益計算書において、保証開始以前

の債権の価値下落に対応する保証料Ⅰ

の全額を保証開始時の一時費用として

処理する一方で、保証料Ⅱは受取利息

に対応する額を費用処理しております。

また、保証料Ⅰと保証に伴う貸倒引当

金戻入額は相殺して表示しております。

　貸借対照表において、保証料Ⅰの未

払額については１年内の支払額を正確

に算定できないため、その全額を関係

会社長期未払保証料として固定負債に

計上しております。

 (2）債務保証損失引当金　

　保証債務の履行による損失に備えるた

め、当事業年度末における損失発生見込

額を計上しております。　

(2）債務保証損失引当金　

同左

 (3）修繕引当金　

　将来の修繕に要する支出に備えるため、

合理的に見積もった修繕額のうち、当事

業年度に負担すべき金額を計上しており

ます。　

(3）修繕引当金　

同左

 (4）利息返還損失引当金

利息制限法の上限金利を超過して支

払った債務者等からの利息の返還請求

に備えるため、過去の利息返還実績を

踏まえ、かつ最近の利息返還状況を考

慮し、利息返還見込額を計上しており

ます。なお、見積返還額のうち貸付金

に充当される部分については貸倒引当

金として計上しておりましたが、当事

業年度末において貸倒引当金に含まれ

ている見積返還額はありません。

(4）利息返還損失引当金

利息制限法の上限金利を超過して支

払った債務者等からの利息の返還請求

に備えるため、過去の利息返還実績を

踏まえ、かつ最近の利息返還状況を考

慮し、利息返還見込額を計上しており

ます。

　 なお、平成20年３月３日付けで締結し

た合意書に基づき、平成20年３月１日か

ら平成25年２月28日までの間に、現在又

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、ＮＩＳグ

ループ株式会社により補償されることと

なっております。
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項　　目
第　36　期

（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

  なお、平成20年３月３日付けで締結

した合意書に基づき、平成20年３月１

日から平成25年２月28日までの間に、

現在又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、

現実の支払分をＮＩＳグループ株式会

社により補償されることとなっており

ます。また、当社はその対価として平

成19年９月末時点の利息返還損失引当

金相当額を補償料として支払っており

ます。

　上記の合意内容の会計処理について

は、補償料と補償に伴う利息返還損失

引当金戻入額を相殺して表示しており

ます。

 

 (5）役員退職慰労引当金

平成18年１月26日開催の取締役会に

おいて、平成18年１月26日開催の臨時

株主総会以前より在任し、引き続き役

員をつとめる者に対して、平成18年１

月26日開催の臨時株主総会までの在任

期間に係る役員退職慰労金を将来の退

任時に株主総会の承認を受けることを

条件として支払うこととするものの、

以後は役員退職慰労金の計算をしない

ことが決議されたため、平成18年１月

26日現在において役員退職慰労金規程

に基づいて計算した金額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

──────　

４．収益及び費用の計上基準   受取保証料、受取割引料及び受取利息は

発生基準により計上しております。なお、

未収利息については、利息制限法利率また

は当社約定利率のいずれか低い方により計

上しております。

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、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。

──────　

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税については税

抜方式によっております。なお、控除

対象外消費税等については、当期の費

用として処理しております。

消費税等の処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第　36　期
（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

（リース取引に関する会計基準等）

　「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））を当事業年度から適用し、所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　この変更により損益に与える影響はありません。 

──────

（支払保証料の表示区分の変更）

　従来、ＮＩＳグループ株式会社により保証されている

当社営業貸付金及び破産更生債権等の受取利息の半額を

支払う支払保証料は、販売費及び一般管理費として計上

しておりましたが、収益費用対応を明瞭に表示するため、

営業費用として計上する方法に変更しております。

　この変更に伴い、前事業年度と同一の処理方法によっ

た場合と比べ、営業費用が143,964千円増加し、営業総利

益が同額減少しておりますが、営業損失及び経常損失に

与える影響はありません。

──────

－21－

中小企業信用機構株式会社（8489）　平成21年8月期決算短信（非連結）



表示方法の変更

第　36　期
（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、総資産額の100分の１を超え

たため、当事業年度においては区分掲記することといたし

ました。

　なお、前事業年度における「未収入金」の金額は86,562

千円であります。

──────

 

　

　

──────

 

 

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「預金利息」

（当期末残高242千円）は、重要性が低下したため「その

他の営業収益」として一括掲記することといたしました。

　前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」、「支払

報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5を超え

たため、「業務委託費」は重要性が増したため、区分掲記

しております。

　なお、前期における「支払手数料」の金額は10,207千円、

「支払報酬」の金額は20,010千円、「業務委託費」の金額

は1,834千円であります。

 また、前期まで区分掲記しておりました「福利厚生費」

（当期末残高1,952千円）、「採用・研修費」（当期末残

高510千円）、「債権管理費」（当期末残高187千円）、

「営業費」（当期末残高1,377千円）、「通信費」（当期

末残高12,077千円）、「事務用品・消耗品費」（当期末残

高9,600千円）は、重要性が低下したため、販売費及び一

般管理費の「その他」に含めて表示しております。

　前期において、「償却債権回収収益」、「不動産賃貸料」、

「雑収入」及び「雑損失」として掲記されていたものは、

EDINETへのXBRL導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上す

るため、当期より「償却債権取立益」、「不動産賃貸収入」、

営業外収益の「その他」、営業外費用の「その他」と表示

しております。

（キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前受収益の増減

額」は、前事業年度は営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増

加したため、当事業年度より区分掲記することとしまし

た。

　なお、前事業年度の営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含まれている「前受収益の増減額」は△

23,190千円であります。

　──────
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注記事項

　（持分法損益等）

第36期（自　平成20年４月１日　至　平成20年８月31日）

　当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。

第37期（自　平成20年９月１日　至　平成21年８月31日）

　当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。

（１株当たり情報）

項　　目
第　36　期

（自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日）

第　37　期
（自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり純資産額 14円77銭 44円96銭

１株当たり当期純利益または当期純損失（△）

金額
△20円31銭 27円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益または

当期純損失金額

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益または当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第　36　期

(自　平成20年４月１日
至　平成20年８月31日)

第　37　期
(自　平成20年９月１日
至　平成21年８月31日)

当期純利益または当期純損失（△）（千円） △312,412 421,590

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△312,412 421,590

期中平均株式数（千株） 15,382 15,381

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権

の数40千株）。詳細はストック・

オプション等関係の注記に記載の

とおりであります。

──────
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（重要な後発事象）

第36期（自　平成20年４月１日　至　平成20年８月31日）

　１．当社は、平成20年９月５日開催の取締役会において、中小企業保証機構株式会社からの借入を行うため、　

　５億円の借入極度額を設定し、平成20年９月８日、12日、25日、10月1日、９日、21日にそれぞれ１億円、１

億円、１億５千万円、１億５千万円、１億円、１億円の借入を行っております。なお、平成20年10月８日に借

入極度額を５億円追加し、借入極度額は総額10億円となっております。

 (1)資金使途

 当社商業手形割引の実行額を増加させるためであります。

 (2)借入先の名称

 中小企業保証機構株式会社

 (3)借入実施時期、金額、借入条件（利率、返済条件等）、返済期限

　　平成20年９月８日借入・・・１億円（年利５％、元金一括返済、平成21年９月７日）

　　平成20年９月12日借入・・・１億円（年利５％、元金一括返済、平成21年９月７日）

　　平成20年９月25日借入・・・１億５千万円（年利５％、元金一括返済、平成21年９月７日）

　　平成20年10月１日借入・・・１億５千万円（年利５％、元金一括返済、平成21年９月７日）

　　平成20年10月９日借入・・・１億円（年利５％、元金一括返済、平成21年９月７日）

　　平成20年10月21日借入・・・１億円（年利５％、元金一括返済、平成21年10月20日）

 (4)担保提供資産又は保証の内容

 該当する事項はありません。

２．当社は、平成20年10月24日開催の取締役会において、日本振興銀行株式会社の株式を取得することを決議し、

平成20年10月31日に取得しております。

　(1)目的

　　　日本振興銀行株式会社の経営に参画し、シナジー効果の最大化を図り、当社における新たな収益をもたらす

事業を構築することを目的としております。

　(2)取得する株式の会社の概要

　　①商号　　　　日本振興銀行株式会社

　　②所在地　　　東京都千代田区神田司町二丁目７番地

　　③事業内容　　中小振興企業等向け融資および定期預金の受入れ

　　④開業　　　　平成16年4月21日

　　⑤資本金の額　82億7,027万円（※株式取得前の平成20年9月30日現在）

　(3)取得する株式の数等

　   普通株式　3,000株

　   取得価額　600,000千円（１株につき金200千円）
 
　    ３．当社は、平成20年11月10日開催の取締役会において、ビービーネット株式会社の新株予約権をミレニアムストー

ン投資事業有限責任組合より無償で譲り受ける内容の新株予約権譲渡契約書を締結しております。また、平成20

年11月19日に第13回新株予約権５個を行使し、50,000千円を払込しております。

　　　　(1)譲渡人　　　　ミレニアムストーン投資事業有限責任組合

　　　　(2)銘柄　　　　　ビービーネット株式会社　第13回新株予約権

　　　　(3)数量　　　　　第13回新株予約権　14個

　　　　(4)譲渡金額　　　無償
 
　  　４．当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、日本振興銀行株式会社から借入を行うため、20億円の借

入極度額を設定し平成20年11月18日に20億円の借入を行っております。

　　　　(1)資金使途

運転資金の調達を図ることを目的としております。

　　　  (2)借入先の名称

　         日本振興銀行株式会社

(3)借入実施時期、金額、借入条件（利率、返済条件等）、返済期限

　 　平成20年11月18日借入・・・20億円（年利５％、元金一括返済、平成21年11月25日）

第37期（自　平成20年９月１日　至　平成21年８月31日）

　該当する事項はありません。
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（開示の省略）

　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等、リース取引、

有価証券、デリバティブ取引、関連当事者情報、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に

関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。

 

５．その他

(1）役員の異動

　　　　未定（決定次第お知らせいたします。）

(2）その他

　営業収益の内訳

区　　分

第36期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年８月31日）

第37期

（自　平成20年９月１日

至　平成21年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

融資事業 308,482 62.2 328,540 21.4

保証事業 183,934 37.1 1,201,887 78.1

業務委託手数料 2,960 0.6 7,431 0.5

その他 271 0.1 242 0.0

合計 495,647 100.0 1,538,102 100.0

＜融資事業＞

(1)営業収益の内訳

区　　分

第36期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年８月31日）

第37期

（自　平成20年９月１日

至　平成21年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取割引料 6,649 2.1 94,439 28.7

受取利息 297,623 96.5 181,637 55.3

手形貸付 126 0.0 167 0.1

証書貸付 234,632 76.1 171,608 52.2

担保貸付 62,864 20.4 6,242 1.9

消費者貸付 － － 3,618 1.1

受取手数料 4,209 1.4 52,464 16.0

合計 308,482 100.0 328,540 100.0

(2)融資残高の内訳

区　　分

第36期末

（平成20年８月31日）

第37期末

（平成21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 420,692 43.2 2,320,253 80.4

営業貸付金 551,893 56.8 567,013 19.6

手形貸付 8,725 0.9 5,533 0.2

証書貸付 489,926 50.4 378,806 13.1

担保貸付 53,241 5.5 1,084 0.0

消費者貸付 － － 181,590 6.3

合計 972,586 100.0 2,887,267 100.0
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＜保証事業＞

(1)営業収益の内訳

区　　分

第36期

（自　平成20年４月１日

至　平成20年８月31日）

第37期

（自　平成20年９月１日

至　平成21年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取保証料 126,716 68.9 980,624 81.6

受取手数料 57,217 31.1 221,263 18.4

合計 183,934 100.0 1,201,887 100.0

(2)保証残高の内訳

区　　分

第36期末

（平成20年８月31日）

第37期末

（平成21年８月31日）

金額（千円） 金額（千円）

合計 8,532,216 20,397,093

　　 (3)求償債権の残高

区　　分

第36期末

（平成20年８月31日）

第37期末

（平成21年８月31日）

金額（千円） 金額（千円）

合計 ― 114,855
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