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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,073 △0.1 2,546 △1.3 2,551 △1.2 1,452 0.7
21年3月期第3四半期 5,078 ― 2,579 ― 2,582 ― 1,441 ―

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3四半期 13,210.59 ―

21年3月期第3四半期 13,117.44 ―

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3四半期 49,879 17,971 36.0 163,494.33
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3四半期  17,971百万円 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  有  
平成21年４月28日発表の業績予想を修正し、本日平成22年１月26日付で「平成22年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しておりま
す。 

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 6,564 △3.7 3,045 △2.3 3,051 △2.3 1,732 0.6 15,757.13



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3四半期 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3四半期 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3四半期 109,920株 21年3月期第3四半期 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日に公表いたしました通期業績予想について、本日平成22年１月26日付で「平成22年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」
において修正しております。 
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３四半期（３ヶ月）におけるわが国経済は、輸出・生産等一部に持ち直しの動きが見られ、昨年より続いた

景気の低迷は回復基調に転じたとの見方もあるものの、企業収益、雇用情勢は依然として厳しい状況で推移いたし

ました。更にデフレの進行や円高基調で推移する為替相場による企業収益の更なる悪化も懸念されており、依然と

して先行き不透明感は払拭できない状況にあります。  

不動産金融市場におきましても、地価や住宅建設の着工件数は一部で下げ止まりが見られるものの、建設・不動

産関連企業における資金調達環境は改善の兆しが見られず、また、雇用・所得環境の改善が不透明な状況にあるこ

と等から、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、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３四半期会計期間末における営業貸付金残

高は、第２四半期会計期間末の 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３四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３四半期（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り、営業貸付金利息が前年同四半期

比 千円（ ％）の減少となったものの、期中貸付額が前年同四半期会計期間の 千円から

千円増加の 千円となったことにより、手数料収入が前年同四半期比 千円（ ％）の

増加となったこと及び、前述の通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、営業費用は、期中平均借入金残高が前年同四半期比 千円の減少となったこと等により、金融費

用が前年同四半期比 千円（ ％）の減少となったものの、前述の販売用不動産売上原価の増加により、

千円（同 ％減）となり、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、当第３四半期会計期間において、退職給付制度を適格退職年金制度から確定拠出年金制度へ移行したこと

に伴う退職給付制度改定益 千円を特別利益に計上しております。 

  

平成22年３月期第１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成21年10月26日開示）をご参照ください。

  

 当第３四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、前事業年度末と比較して販売用不動産が 千円の増加となったものの、前述の通り与信の厳格化

と債権メンテナンスの徹底を図ったことにより営業貸付金が 千円の減少、破産更生債権等が 千円

の減少となった他、現金及び預金が 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３四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、営業貸付金残高の減少に伴う有利子負債の減少が主たる要因となっており、前事業年度末と比較して短

期借入金が 千円の増加、コマーシャル・ペーパーが 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 千円の減少、長期借入金が 千円の減少となり、有利子負債合計で

千円の減少となったことの他、未払法人税等が 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

48,648,373 2,063,564 4.2 46,584,808

356,600 129,300

318,531 70,872

57,005,366 9,177,588 47,827,778

103,062 7.4 2,683,000

2,006,900 4,689,900 57,038 106.6

1,821,552

5.5

9,934,530

77,088 24.6

910,753 1.4 910,798 13.4

911,428 13.5

520,516 15.2

4,438

２．財政状態に関する定性的情報

49,879,593 6,020,773

740,396

4,760,515 224,076

1,629,256

31,908,295 7,143,122

843,000 1,389,098

5,269,998 3,579,250 6,617,150

568,159

1,122,348 17,971,297 36.0 5.9



（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、 千円の増加（前年同四半期累計期間は 千円の増

加）となりました。 

これは主として、法人税等の支払額が 千円、販売用不動産の増加額が 千円、貸倒引当金の減少

額が 千円となったこと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の減少額が 千円、破産更生債権等の減少額が 千円となったことによる資金

の増加等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、 千円の減少（前年同四半期累計期間は 千円の減少）とな

りました。 

これは主として、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ことによる資金の増加があったも

のの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことによる資金の減少等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、 千円の減少（前年同四半期累計期間は 千円の減

少）となりました。 

これは、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

千円の増加、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 千円の増加となったものの、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 千円の減少となったこと等によるものであ

ります。 

   

当第３四半期において、第２四半期に引き続き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、通期の販売用不動産売上高が前回予想値を ％上回る見込みであること

及び、不良債権の回収が引き続き順調に進んだこと等から、平成21年４月28日付「平成21年３月期 決算短信」に

て公表いたしました通期業績予想を修正しております。 

詳しくは、本日別途公表いたしました「平成22年３月期 通期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３四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。 

   

1,629,256 1,261,511

5,308,375 583,708

1,553,573 756,896

93,623 2,556,053

4,760,515 224,076

3,278 9,536

6,934,354 619,213

3,226,000 2,383,000

843,000 4,589,098

3,200,000 1,389,098 9,302,660

18,151,908 8,849,248

３．業績予想に関する定性的情報

319.7

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,261,511 2,890,768

営業貸付金 46,584,808 51,345,324

販売用不動産 1,105,346 364,949

前払費用 72,811 84,091

繰延税金資産 211,755 319,588

その他 90,558 213,241

貸倒引当金 △316,576 △382,000

流動資産合計 49,010,215 54,835,964

固定資産   

有形固定資産 210,941 206,088

無形固定資産 27,624 29,599

投資その他の資産   

破産更生債権等 62,325 286,402

その他 589,684 591,712

貸倒引当金 △21,200 △49,400

投資その他の資産合計 630,810 828,715

固定資産合計 869,377 1,064,402

資産合計 49,879,593 55,900,366

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,359,000 516,000

1年以内返済予定の長期借入金 12,457,593 17,727,591

コマーシャル・ペーパー 1,389,098 －

未払金 33,380 16,929

未払費用 46,049 46,906

未払法人税等 228,335 796,494

預り金 91,528 69,930

前受収益 211,158 190,322

賞与引当金 3,073 21,594

利息返還損失引当金 22,600 23,800

その他 13,266 2,400

流動負債合計 15,855,083 19,411,969

固定負債   

長期借入金 15,147,442 18,726,693

退職給付引当金 － 7,539

役員退職慰労引当金 904,488 903,813

その他 1,281 1,402

固定負債合計 16,053,211 19,639,447

負債合計 31,908,295 39,051,417



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 15,664,699 14,542,351

自己株式 △1,250 △1,250

株主資本合計 17,971,297 16,848,949

純資産合計 17,971,297 16,848,949

負債純資産合計 49,879,593 55,900,366



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 4,340,620 3,745,963

その他の営業収益 737,699 1,327,484

営業収益合計 5,078,319 5,073,447

営業費用   

金融費用 992,829 742,445

売上原価 367,217 758,952

その他の営業費用 1,138,472 1,025,511

営業費用合計 2,498,519 2,526,909

営業利益 2,579,800 2,546,537

営業外収益   

受取利息 1,250 376

受取手数料 － 64

雑収入 1,586 4,573

営業外収益合計 2,836 5,014

営業外費用   

雑損失 － 279

営業外費用合計 － 279

経常利益 2,582,636 2,551,272

特別利益   

償却債権取立益 215 909

退職給付制度改定益 － 4,438

利息返還損失引当金戻入額 1,541 －

特別利益合計 1,756 5,348

特別損失   

固定資産除却損 41 567

特別損失合計 41 567

税引前四半期純利益 2,584,352 2,556,053

法人税、住民税及び事業税 1,140,139 992,749

法人税等調整額 2,343 111,195

法人税等合計 1,142,482 1,103,944

四半期純利益 1,441,869 1,452,108



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,584,352 2,556,053

減価償却費 28,843 17,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,500 △93,623

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,003 △18,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 521 △7,539

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,963 675

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △7,800 △1,200

固定資産除却損 41 567

受取利息 △1,250 △376

営業貸付金の増減額（△は増加） 50,847 4,760,515

破産更生債権等の増減額（△は増加） △232,773 224,076

販売用不動産の増減額（△は増加） 6,971 △756,896

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,984 3,099

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,816 2,035

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）

△5,655 △7,335

その他の資産の増減額（△は増加） △169,908 120,015

その他の負債の増減額（△は減少） △49,036 54,181

小計 2,267,781 6,861,571

利息の受取額 1,250 376

法人税等の支払額 △1,685,323 △1,553,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 583,708 5,308,375

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 △6,342 △2,294

無形固定資産の取得による支出 △4,947 △2,294

敷金の差入による支出 － △2,424

敷金の回収による収入 － 3,664

その他 1,753 71

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,536 △3,278

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 3,726,000 3,226,000

短期借入金の返済による支出 △4,069,768 △2,383,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 4,502,755 4,589,098

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △4,000,000 △3,200,000

長期借入れによる収入 12,359,968 9,302,660

長期借入金の返済による支出 △12,806,799 △18,151,908

配当金の支払額 △331,369 △317,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △619,213 △6,934,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,041 △1,629,256

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 1,861,067 1,261,511



 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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