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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第２四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 
※期中平均株式数（連結） 22年３月期第２四半期 9,166,220株  21年３月期第２四半期 -株 

(2) 連結財政状態 

※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期は記載しておりません。  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 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 355 ― 1 ― △63 ― △7 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △0.83 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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 5,849 2,157 36.9 235.37
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,157百万円 21年3月期  ―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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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

通期 781 ― 46 ― 37 ― 91 ― 9.93
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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  

（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) 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  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。 

(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） 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期は記載しておりません。 

※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可能性があります。 
※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第２四半期実績及び対前年同四半期増減率等は記載
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2四半期 9,714,000株 21年3月期  ―株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  547,780株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 9,166,220株 21年3月期第2四半期 ―株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出と生産など一部の指標で持ち直しは見られたも

のの、世界的な景気後退による企業収益の悪化、雇用情勢や賃金環境の不安による個人消費の弱まり等、

引き続き厳しい状況が続いております。 

このような経営環境のもと、当社グループは激変するビジネス環境に適応すべく、中国人富裕層をター

ゲットとした、滞在型リゾートサービスを提供する当社100％出資の子会社「北海道元気計画株式会社」

を平成21年８月に設立し、収益構造の変革を目指しております。 

当第２四半期連結累計期間における売上高は355百万円、営業利益１百万円、持分法による投資損失70

百万円を計上したことにより経常損失63百万円、役員退職慰労引当金56百万円を全額取り崩し特別利益に

計上したことにより、四半期純損失は７百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第２四半期連結

会計期間の連結業績については記載しておりません。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（投融資事業） 

企業金融事業における営業貸付金残高は、近時の不動産市況をふまえて、不動産事業者向け貸付を抑制

したことにより、期中500百万円減少し600百万円となりました。 

また事業の再構築により、完全撤退を指向している消費者金融事業における営業貸付金残高は、期中

693百万円減少し1,610百万円となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は296百万円、営業利益は0.5百万円となりました。 

（不動産賃貸事業） 

当社グループは、平成21年８月に当社の親会社等に該当するレッドホース株式会社よりインシグノパー

トナーズ株式会社（旧レッドホースアセットマネジメント株式会社）の株式を100％取得し、子会社化致

しました。 

これにより、新たに不動産サブリース事業売上（７月～９月）45百万円を連結計上することとなりまし

た。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は58百万円、営業利益は0.9百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は5,849百万円、負債合計は3,692百万円、純資産合計は2,157

百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度の連結

業績については記載しておりません。 

  

・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、純資産の状況に関する分析
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当第２四半期連結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）は、1,307百万円減

少し142百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであり

ます。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、409百万円の収入となりました。これは主に営業貸付金の回収

が1,144百万円純増したことなどによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,121百万円の支出となりました。これは主に投資有価証券の取

得による支出が599百万円、定期預金等の預入による支出が612百万円、有形固定資産の取得による支出が

277百万円などによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは595百万円の支出となりました。これは長期借入金を524百万円、

短期借入金を71百万円圧縮したことなどによるものであります。 

  

平成22年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年8月5日公表の連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除去等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、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。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況

（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）

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
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 704,553

営業貸付金 2,210,989

営業投資有価証券 550,316

売掛金 93

その他 271,585

貸倒引当金 △251,072

流動資産合計 3,486,465

固定資産  

有形固定資産 804,548

無形固定資産  

のれん 112,117

その他 3,684

無形固定資産合計 115,802

投資その他の資産  

投資有価証券 743,396

関係会社株式 529,659

破産更生債権等 18,120

その他 185,989

貸倒引当金 △34,225

投資その他の資産合計 1,442,940

固定資産合計 2,363,291

資産合計 5,849,757

負債の部  

流動負債  

短期借入金 143,541

1年内返済予定の長期借入金 491,340

買掛金 50

未払法人税等 3,946

その他 29,100

流動負債合計 667,978

固定負債  

長期借入金 178,280

利息返還損失引当金 2,575,504

退職給付引当金 23,818

その他 246,696

固定負債合計 3,024,298

負債合計 3,692,277
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,867,860

資本剰余金 1,408,930

利益剰余金 △945,023

自己株式 △199,910

株主資本合計 2,131,855

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 24,443

繰延ヘッジ損益 △31

為替換算調整勘定 1,211

評価・換算差額等合計 25,624

純資産合計 2,157,479

負債純資産合計 5,849,757
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 355,805

売上原価 61,104

売上総利益 294,700

販売費及び一般管理費 293,187

営業利益 1,512

営業外収益  

有価証券利息 8,133

受取配当金 1,925

その他 3,245

営業外収益合計 13,304

営業外費用  

投資事業組合運用損 6,782

持分法による投資損失 70,212

その他 865

営業外費用合計 77,860

経常損失（△） △63,043

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 56,219

特別利益合計 56,219

特別損失  

固定資産除却損 260

特別損失合計 260

税金等調整前四半期純損失（△） △7,084

法人税、住民税及び事業税 547

四半期純損失（△） △7,632
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 189,187

売上原価 50,449

売上総利益 138,738

販売費及び一般管理費 121,507

営業利益 17,230

営業外収益  

有価証券利息 6,133

その他 2,528

営業外収益合計 8,661

営業外費用  

投資事業組合運用損 5,962

持分法による投資損失 70,212

その他 841

営業外費用合計 77,015

経常損失（△） △51,123

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,895

特別利益合計 8,895

特別損失  

固定資産除却損 260

特別損失合計 260

税金等調整前四半期純損失（△） △42,488

法人税、住民税及び事業税 310

四半期純損失（△） △42,798
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △7,084

減価償却費 15,287

のれん償却額 2,874

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,017,420

受取利息及び受取配当金 △4,498

支払利息 12,239

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,144,457

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △430,000

持分法による投資損益（△は益） 70,212

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △326,329

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,219

破産更生債権等の増減額（△は増加） 953,282

その他 65,937

小計 422,738

利息及び配当金の受取額 8,983

利息の支払額 △20,298

法人税等の支払額 △1,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 409,649

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 △277,125

投資有価証券の取得による支出 △599,872

定期預金の預入による支出 △612,000

定期預金の払戻による収入 462,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△136,583

その他 42,245

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121,335

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △71,435

長期借入金の返済による支出 △524,468

配当金の支払額 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △595,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,307,640

現金及び現金同等物の期首残高 1,450,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 142,553
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

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

当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しております。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は以下のとおりです。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 追加情報

項目
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

１  連結の範囲に関する事項 （１）連結の範囲

当第２四半期連結会計期間より、全株式取得のためインシグノパ

ートナーズ社及び、新たに設立した北海道元気計画社を連結の範

囲に含めております。

（２）連結子会社の数

２社

２  持分法の適用に関する事項 （１）非連結子会社

該当事項はありません。

（２）関連会社

当第２四半期連結会計期間より、新たに出資したＲＨトラベラー

社を持分法の適用の範囲に含めております。

また、連結四半期純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が低いトライテックシステム

社を持分法の適用範囲から除外しております。

３  連結子会社の事業年度等に関する事

項

連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しておりま

す。

４  会計処理基準に関する事項

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式

移動平均法による原価法

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）

時価のないもの

移動平均法のよる原価法又は償却原価法

但し、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（２）デリバティブの評価基準及び評価

方法

時価法
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（３）固定資産の減価償却の方法 ・有形固定資産

建物（建物付属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

③平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

又、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6～50年

器具備品    4～20年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。

・無形固定資産

定額法によっております。

なお、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)に基づく定額法によっております。

・長期前払費用

均等償却しております。

（４）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

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②利息返還損失引当金

利息制限法超過利息の返還による損失に備えるため、過去の返還実

績に基づく返還見込額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務（簡

便法による期末自己都合要支給額）を計上しております。

（５）収益の計上基準 営業貸付金利息

営業貸付金利息は、発生基準により計上しております。 

なお、営業貸付金に係る未収利息については、利息制限法利率又は

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。

ＲＨインシグノ株式会社(8514)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

―11―



 
  

（６）ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。尚、特例処理の要件を満たす金

利キャップにつきましては特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利キャップ

ヘッジ対象……借入金の利息

③ヘッジ方針

借入金の金利上昇による支払利息増加のリスクを回避する目的で金

利キャップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行

っております。

④ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利キャップにつきましては有効性の評価を

省略しております。

（７）キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日または償還

日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっておりま

す。

（８）その他財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

税込方式によっております。
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【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
（注）１  事業区分の方法 

事業の区分は、事業の性質及び内部管理上採用している区分によっております。 

２  各事業区分の主な内容 

 
  

【所在地別のセグメント情報】 

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

在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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

該当事項はありません。 

  

(6) セグメント情報

投融資事業 不動産賃貸事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高

（１）
外部顧客に対する売上高 296,967 58,838 355,805 ─ 355,805

（２） セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 296,967 58,838 355,805 ─ 355,805

営業利益又は 

営業損失（△）
553 959 1,512 ─ 1,512

事業区分 主な事業の内容

投融資事業 投資事業、企業金融、消費者金融等

不動産賃貸事業 不動産賃貸、商業施設のサブリース等

(7) 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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【四半期財務諸表】 

①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に従い四半期

財務諸表を作成しております。 

  

(1)【四半期貸借対照表】 

  

「参考」

（単位：千円）

当第2四半期会計期間末 
(平成21年9月30日)

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 690,377

  営業貸付金 2,210,989

  営業投資有価証券 550,316

  売掛金 93

  その他 100,219
  貸倒引当金 △236,167

  流動資産合計 3,315,828

 固定資産
  有形固定資産 804,548

  無形固定資産 2,884

  投資その他の資産

   投資有価証券 745,017

   関係会社株式 759,872

   破産更生債権等 18,120

   その他 28,839
   貸倒引当金 △34,225

   投資その他の資産合計 1,517,624

  固定資産合計 2,325,057

 資産合計 5,640,886

負債の部

 流動負債

  1年内返済予定の長期借入金 491,340

  買掛金 50

  未払法人税等 3,946
  その他 14,388

  流動負債合計 509,725

 固定負債
  長期借入金 178,280

  利息返還損失引当金 2,575,504

  退職給付引当金 23,818

  その他 125,179

  固定負債合計 2,902,781

 負債合計 3,412,506

純資産の部
 株主資本

  資本金 1,867,860

  資本剰余金 1,408,930

  利益剰余金 △875,745
  自己株式 △199,910

  株主資本合計 2,201,134

 評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金 27,245

  評価・換算差額等合計 27,245

 純資産合計 2,228,379
負債純資産合計 5,640,886
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(2)【四半期損益計算書】 

【第2四半期累計期間】 

  
（単位：千円）

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 272,083

 その他の金融収益 1,074
 その他の営業収益 35,762

 営業収益合計 308,921

営業費用

 金融費用 18,328

 売上原価 907
 その他の営業費用 289,123

 営業費用合計 308,359

営業利益 561

営業外収益

 有価証券利息 8,133

 受取配当金 1,925
 その他 3,190

 営業外収益合計 13,249

営業外費用
 投資事業組合運用損 6,782
 その他 865

 営業外費用合計 7,648

経常利益 6,162

特別利益
 役員退職慰労引当金戻入額 56,219

 特別利益合計 56,219

特別損失
  固定資産除却損 260

 特別損失合計 260

税引前四半期純利益 62,121

法人税、住民税及び事業税 475
四半期純利益 61,646
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【第2四半期会計期間】 

  
（単位：千円）

当第2四半期会計期間 
(自 平成21年7月１日 
 至 平成21年9月30日)

営業収益
 営業貸付金利息 124,603

 その他の金融収益 674
 その他の営業収益 17,025

 営業収益合計 142,303

営業費用

 金融費用 8,298

 売上原価 282
 その他の営業費用 108,547

 営業費用合計 117,128

営業利益 25,175

営業外収益

 有価証券利息 6,133
 その他 2,473

 営業外収益合計 8,606

営業外費用
 投資事業組合運用損 5,962
 その他 841

 営業外費用合計 6,803

経常利益 26,978

特別利益

 特別利益合計 -

特別損失
 固定資産除却損 260

 特別損失合計 260

税引前四半期純利益 26,717

法人税、住民税及び事業税 237
四半期純利益 26,480
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

  
（単位：千円）

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 62,121

 減価償却費 15,287

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,017,420

 受取利息及び受取配当金 △3,000

 支払利息 12,239

 営業貸付金の増減額（△は増加） 1,144,457

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △430,000

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △326,329

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,219

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 953,282
 その他 64,297

 小計 418,716

 利息及び配当金の受取額 2,979
 利息の支払額 △11,951

 法人税等の支払額 △1,339

 法人税等の還付額 7,893

 営業活動によるキャッシュ・フロー 416,298

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 △277,125

 投資有価証券の取得による支出 △759,872

 定期預金の預入による支出 △612,000

 定期預金の払戻による収入 462,000
 その他 △26,597

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,213,594

財務活動によるキャッシュ・フロー
 長期借入金の返済による支出 △524,468
 配当金の支払額 △51

 財務活動によるキャッシュ・フロー △524,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,321,816

現金及び現金同等物の期首残高 1,450,194
現金及び現金同等物の四半期末残高 128,377
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該当事項はありません。 

  

6. その他の情報
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