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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(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3四半期 1,523 △42.9 102 △90.1 128 △87.0 △2,577 ―
21年3月期第3四半期 2,671 ― 1,033 ― 989 ― △3,111 ―

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 △12,714.95 ―
21年3月期第3四半期 △16,984.22 ―

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 20,897 2,439 11.4 11,284.10
21年3月期 27,776 4,763 17.1 25,999.63

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,385百万円 21年3月期  4,763百万円

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
22年3月期 ― ― ―
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   

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 2,171 △33.2 254 △67.9 268 △64.5 △2,418 ― △11,930.16



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  有  
（注）詳細は、３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） 

(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可能性があります。 

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 211,407株 21年3月期  183,207株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―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3四半期 202,691株 21年3月期第3四半期 183,185株



 当第３四半期（９ヶ月）における我が国の経済は、世界的な金融危機により大きな影響を受けた景気の急激な悪

化に底打ちの兆しが見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の悪化、個人消費の悪化など先行き

不透明な状況が続いております。 

 当社グループはアウトソーシングと金融サービスを融合させ、中小企業の資金繰りを支援するサービスを行って

おります。アウトソーシング業界においては企業が経営資源の選択と集中を行う中、コア業務以外をアウトソース

する傾向が継続しております。また金融業界は、世界的な景気悪化の影響から直接金融市場の機能が後退するなど

一層厳しい環境となっております。したがって、特に中小企業の資金繰りが逼迫し倒産件数も増加していることか

ら中小企業の資金ニーズが高まっております。 

このような環境の下、当社グループは中小企業の資金ニーズに応えるべく債権買取を積極的に推進し、中小企業

の資金繰り支援を継続してまいりました。また、債権買取時の手数料率を柔軟に対応する等資金効率の向上に努め

てまいりました。 

一方で回収懸念債権にかかる担保価値の見直しにより、第２四半期決算時に特別損失として貸倒引当金繰入

2,420百万円を計上いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、取扱累計高80,602百万円、営業収益1,523百万円、営業

利益102百万円、経常利益128百万円、四半期純損失2,577百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、6,878百万円減少し、20,897百万円となりました。これは

主に金融機関への短期借入金の返済及び回収懸念債権について貸倒引当金を計上したことによるものであります。

なお、債権売却によってオフバランスされた買取債権残高は4,176百万円であります。 

（連結キャッシュフローに関する定性的情報） 

当第３四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、金融機関への短期借

入金の返済により、前連結会計年度末に比べ3,240百万円減少し、当第３四半期連結会計期間における資金残高は

2,947百万円となりました。 

当第３四半期連結累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） 

営業活動の結果使用した資金は179百万円（前年同期は14,297百万円の獲得）となりました。これは主に

一時預り金の減少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） 

投資活動の結果得られた資金は140百万円（前年同期は18百万円の使用）となりました。これは主に本社

移転にともなう差入保証金の回収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） 

財務活動の結果使用した資金は3,200百万円（前年同期比69.9％減）となりました。これは主に金融機関

への短期借入金の返済によるものであります。 

  

  

平成21年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理 

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資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。 

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

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



  

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

  

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,197,083 6,437,160

買取債権 11,566,760 11,927,734

売掛金 10,597 9,606

その他 35,445 363,766

流動資産合計 14,809,886 18,738,268

固定資産   

有形固定資産 1,279,304 1,579,943

無形固定資産 44,916 63,666

投資その他の資産   

長期未収入金 4,411,218 6,864,415

その他 352,258 530,266

投資その他の資産合計 4,763,477 7,394,681

固定資産合計 6,087,697 9,038,291

資産合計 20,897,583 27,776,559

負債の部   

流動負債   

短期借入金 16,023,000 19,098,000

1年内返済予定の長期借入金 327,200 524,900

未払法人税等 18,962 5,290

預り金 1,692,018 2,778,158

賞与引当金 8,967 24,600

その他 205,275 219,255

流動負債合計 18,275,423 22,650,204

固定負債   

長期借入金 156,800 339,600

その他 25,822 23,441

固定負債合計 182,622 363,041

負債合計 18,458,046 23,013,246



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,768,693 3,668,442

資本剰余金 3,876,073 3,775,822

利益剰余金 △5,258,586 △2,681,381

株主資本合計 2,386,180 4,762,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △643 429

評価・換算差額等合計 △643 429

新株予約権 54,000 －

純資産合計 2,439,536 4,763,313

負債純資産合計 20,897,583 27,776,559



（２）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

営業収益 2,671,132 1,523,946

金融費用 280,266 297,534

販売費及び一般管理費 1,357,174 1,123,721

営業利益 1,033,691 102,691

営業外収益   

受取利息 6,644 2,149

受取地代家賃 37,881 35,547

その他 2,130 11,129

営業外収益合計 46,655 48,827

営業外費用   

株式交付費 － 6,681

賃貸費用 27,764 14,524

支払手数料 55,000 －

その他 7,981 1,384

営業外費用合計 90,746 22,590

経常利益 989,600 128,927

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 4,554

貸倒引当金戻入額 － 8,000

固定資産売却益 － 6,656

特別利益合計 － 19,211

特別損失   

固定資産評価損 － 279,100

貸倒損失 473,991 －

貸倒引当金繰入額 3,280,689 2,420,598

その他 70,270 15,751

特別損失合計 3,824,951 2,715,449

税金等調整前四半期純損失（△） △2,835,351 △2,567,310

法人税、住民税及び事業税 354,895 7,062

法人税等調整額 △78,986 2,831

法人税等合計 275,908 9,894

四半期純損失（△） △3,111,259 △2,577,205



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △2,835,351 △2,567,310

減価償却費 35,728 31,667

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,280,372 2,411,903

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,900 △15,633

貸倒損失 473,991 －

受取利息及び受取配当金 △7,605 △2,921

支払利息 7,979 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △6,656

固定資産評価損 － 279,100

投資有価証券評価損益（△は益） 66,810 15,188

買取債権の増減額(△は増加) 6,980,574 313,474

営業貸付金の増減額（△は増加） △185,417 －

長期営業債権の増減額(△は増加) 17,090 10,680

長期未収入金の増減額(△は増加) － 88,098

未払金の増減額（△は減少） 4,855 4,508

預り金の増減額（△は減少） 7,244,088 △1,083,271

前受収益の増減額（△は減少） △65,075 △7,796

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,437 5,307

その他 △105,402 39,944

小計 14,895,301 △483,717

利息及び配当金の受取額 7,605 2,921

利息の支払額 △10,647 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △594,621 301,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,297,636 △179,143

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 △7,098 △20,572

有形固定資産の売却による収入 － 19,454

無形固定資産の取得による支出 △13,981 －

投資有価証券の取得による支出 △911 △895

投資有価証券の売却による収入 2,085 －

子会社の清算による収入 － 4,436

差入保証金の差入による支出 △6,208 △21

差入保証金の回収による収入 7,440 137,667

その他 △11 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,686 140,064



（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,332,000 △3,075,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △655,300 △380,500

株式の発行による収入 747 200,502

新株予約権の発行による収入 － 54,000

自己新株予約権の取得による支出 △55,000 －

配当金の支払額 △82,409 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,623,961 △3,200,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,654,988 △3,240,077

現金及び現金同等物の期首残高 9,054,529 6,187,160

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,709,517 2,947,083



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 当社及び連結子会社の事業は、金融サービスとアウトソーシングサービスを融合させた「C.Fダイレクト事

業」の単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない為、該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平 

成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上がないため該当事項はありません。    

  

当社は、平成21年６月25日付で、株式会社ドン・キホーテ及び安田隆夫氏（株式会社ドン・キホーテ 代表取

締役会長）から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が

100,251千円、資本準備金が100,251千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が3,768,693千

円、資本準備金が3,876,073千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

  

  

６．その他の情報
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