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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,251 △3.0 1,634 △8.0 1,638 △7.9 931 △5.9

21年3月期第2四半期 3,351 ― 1,776 ― 1,779 ― 990 ―

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2四半期 8,475.17 ―

21年3月期第2四半期 9,008.23 ―

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2四半期 52,380 17,615 33.6 160,258.92
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2四半期  17,615百万円 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

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

21年3月期 ― 1,650.00 ― 1,500.00 3,150.00
22年3月期 ― 1,500.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期 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2四半期 109,920株 21年3月期第2四半期 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通期業績予想について、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、４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２四半期（３ヶ月）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

動きが見られるものの、世界的な景気後退は依然として続いており、国内経済においても企業収益の減少に伴う設

備投資の低迷、雇用情勢の一層の悪化等、先行き不透明感は払拭できない状況で推移いたしました。 

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が見られるものの、依然として住宅建設の減少は続い

ております。更に、建設・不動産関連企業における資金調達環境も改善の兆しは見られず、不動産の流動性は依然

として低迷しており、それに伴う不動産金融市場の先行きも不透明な状況にあります。 

このような環境の下、当社におきましては、第１四半期会計期間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２四半期会計期間末

における営業貸付金残高は、第１四半期会計期間末の 千円から 千円（ ％）減少の

千円となりました。 

一方、不動産担保ローン事業に付随して行っております販売用不動産の取得及び処分が増加したことにより、当

第２四半期会計期間における販売用不動産売上高は 千円となり、前年同四半期会計期間に比べて 千

円の増加、販売用不動産売上原価は 千円となり、前年同四半期会計期間に比べて 千円の増加となり

ました。 

以上の結果、当第２四半期（３ヶ月）における営業収益は、期中平均営業貸付金残高が、前年同四半期会計期間

の 千円から 千円減少の 千円となったことによる営業収益の減少はあったものの、

前述のとおり販売用不動産売上高の増加があったこと等により、 千円（前年同四半期比 ％増）とな

りました。 

一方、営業費用も、借入金の減少等による金融費用の減少があったものの、販売用不動産売上原価の増加があっ

たことが主たる要因となり 千円（同 ％増）となりましたが、前述の営業収益の増加の影響が大きく、営

業利益は 千円（同 ％増）となりました。 

経常利益は、営業外収益、営業外費用共に経常利益に大きな影響を与えるものはなく、 千円（同 ％

増）となり、四半期純利益は 千円（同 ％増）となりました。 

なお、平成22年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決

算短信（平成21年７月30日開示）をご参照ください。 

  

当第２四半期末における総資産は 千円となり、前事業年度末に比べて 千円の減少となりまし

た。これは主として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ものの、営業貸付金が前事業

年度末に比べて 千円の減少、現金及び預金が前事業年度末に比べて 千円の減少、破産更生債権等

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。 

一方、当第２四半期末における負債は 千円となり、前事業年度末に比べて 千円の減少となり

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、長期借入金が前事業年度末に比べて 千円の減少となり、有利子負債合計が前事業年

度末に比べて 千円の減少となったこと及び未払法人税等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 ％と ポイント改

善いたしました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

49,806,543 1,158,169 2.3

48,648,373

379,100 369,050

332,198 285,696

57,658,173 8,728,343 48,929,829

1,765,910 10.1

904,952 7.7

860,958 12.8

861,314 12.6

482,434 15.9

２．財政状態に関する定性的情報

52,380,977 3,519,388

694,678

2,696,950 1,493,608

228,960

34,765,317 4,286,100

1,360,000

1,397,106

3,980,275 2,937,395

4,160,565 140,484

766,711 17,615,660 33.6 3.5



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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、販売用不動産の増加による資金

の減少が 千円となった他、差入保証金の増加や貸倒引当金の減少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 千円の減少、破産更生債権等が

千円の減少となったこと等が主たる要因となり、 千円の増加（前年同四半期累計期間は

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もの

の、有形固定資産の取得による支出等があったことにより、 千円の減少（前年同四半期累計期間は 千円の

増加）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 千円増加したこと及びコマーシャル・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

千円減少したこと等により、 千円の減少（前年同四半期累計期間は 千円の増加）となりまし

た。 

  

当第２四半期の業績は、平成21年４月28日に公表いたしました第２四半期累計期間の業績予想を上回る水準で推移

いたしましたが、これにつきましては、不動産担保ローン事業に付随して行っております販売用不動産の取得及び処

分が増加したことにより販売用不動産売上高が前回予想値を上回ったこと、及び不良債権の回収が前倒しで進んだこ

とが主な要因であります。 

第３四半期以降につきましては、金融情勢は依然として先行き不透明な状況が続くことが懸念され、当社における

営業収益の源泉であります営業貸付金残高は今後も減少する可能性があることから、平成21年４月28日に公表いたし

ました通期業績予想については修正は行っておりません。 

詳しくは、平成21年10月23日に別途公表いたしました「平成22年３月期 第２四半期累計期間の業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

   

1,493,608 1,397,159

772,627

694,678

1,639,051 2,696,950

228,960 2,833,366

2,280,630

1,771 258

3,226,000

1,866,000 1,360,000

3,197,106 1,800,000 1,397,106

6,656,460 13,574,131 6,917,671

4,325,203 1,644,045

３．業績予想に関する定性的情報

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,397,159 2,890,768

営業貸付金 48,648,373 51,345,324

販売用不動産 1,059,628 364,949

前払費用 89,801 84,091

繰延税金資産 259,596 319,588

その他 391,148 213,241

貸倒引当金 △327,328 △382,000

流動資産合計 51,518,379 54,835,964

固定資産   

有形固定資産 198,976 206,088

無形固定資産 27,078 29,599

投資その他の資産   

破産更生債権等 57,441 286,402

その他 593,801 591,712

貸倒引当金 △14,700 △49,400

投資その他の資産合計 636,543 828,715

固定資産合計 862,598 1,064,402

資産合計 52,380,977 55,900,366

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,876,000 516,000

1年以内返済予定の長期借入金 13,747,316 17,727,591

コマーシャル・ペーパー 1,397,106 －

未払金 18,255 16,929

未払費用 40,668 46,906

未払法人税等 656,010 796,494

預り金 74,378 69,930

前受収益 204,111 190,322

賞与引当金 25,781 21,594

利息返還損失引当金 21,000 23,800

その他 7,000 2,400

流動負債合計 18,067,628 19,411,969

固定負債   

長期借入金 15,789,297 18,726,693

退職給付引当金 10,034 7,539

役員退職慰労引当金 896,775 903,813

その他 1,582 1,402

固定負債合計 16,697,688 19,639,447

負債合計 34,765,317 39,051,417



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 15,309,062 14,542,351

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 17,615,660 16,848,949

純資産合計 17,615,660 16,848,949

負債純資産合計 52,380,977 55,900,366



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

営業貸付金利息 2,951,212 2,459,617

その他の営業収益 400,064 792,277

営業収益合計 3,351,277 3,251,895

営業費用   

金融費用 679,113 505,819

売上原価 119,558 440,421

その他の営業費用 776,194 670,915

営業費用合計 1,574,866 1,617,155

営業利益 1,776,411 1,634,739

営業外収益   

受取利息 1,242 352

受取手数料 － 37

雑収入 1,420 3,899

営業外収益合計 2,662 4,289

営業外費用   

雑損失 － 185

営業外費用合計 － 185

経常利益 1,779,074 1,638,843

特別利益   

償却債権取立益 155 739

特別利益合計 155 739

特別損失   

固定資産除却損 － 531

特別損失合計 － 531

税引前四半期純利益 1,779,229 1,639,051

法人税、住民税及び事業税 822,666 645,210

法人税等調整額 △33,622 62,249

法人税等合計 789,043 707,459

四半期純利益 990,185 931,591



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,779,229 1,639,051

減価償却費 21,118 11,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,000 △89,371

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,320 4,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,017 2,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,500 △7,038

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △800 △2,800

固定資産除却損 － 531

受取利息 △1,242 △352

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,026,879 2,696,950

破産更生債権等の増減額（△は増加） △23,278 228,960

販売用不動産の増減額（△は増加） △68,338 △694,678

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,656 2,656

差入保証金の増減額（△は増加） － △273,240

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,816 256

未収消費税等の増減額（△は増加） － 8,203

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△10,923 △13,066

その他の資産の増減額（△は増加） △45,535 73,579

その他の負債の増減額（△は減少） △58,939 17,608

小計 △1,361,913 3,605,641

利息の受取額 1,242 352

法人税等の支払額 △919,959 △772,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,280,630 2,833,366

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 △1,120 △2,294

無形固定資産の取得による支出 － △315

敷金の差入による支出 － △2,333

敷金の回収による収入 － 3,175

その他 1,378 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー 258 △1,771

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 3,040,000 3,226,000

短期借入金の返済による支出 △3,495,768 △1,866,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 3,000,105 3,197,106

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △2,500,000 △1,800,000

長期借入れによる収入 10,645,768 6,656,460

長期借入金の返済による支出 △8,881,545 △13,574,131

配当金の支払額 △164,514 △164,638

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,644,045 △4,325,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △636,326 △1,493,608

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 1,269,782 1,397,159



 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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