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1.  22年8月期の業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

 

(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 ％

22年8月期 1,665 8.3 △73 ― 13 △96.8 △2,022 ―

21年8月期 1,538 ― 401 ― 423 ― 421 ―

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 ％ ％ ％

22年8月期 △119.40 ― ― 0.2 △4.4

21年8月期 27.40 ― 91.8 6.5 26.1

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  ―百万円 21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

22年8月期 8,164 △839 △10.3 △47.43

21年8月期 8,773 691 7.9 44.96

（参考） 自己資本   22年8月期  △839百万円 21年8月期  691百万円

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

22年8月期 158 △219 1,397 3,737
21年8月期 △740 △1,962 4,950 2,399

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 ％ ％

21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年8月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23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

353 38.1 △159 ― △157 ― △78 ― △4.46

通期 912 54.7 △59 ― △52 ― 24 ― 1.39
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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の基準となる株式数については32ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期 18,046,600株 21年8月期 15,739,000株

② 期末自己株式数 22年8月期  357,075株 21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ページをご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当事業年度（平成21年9月1日～平成22年8月31日）の経営成績 

文中の将来に関する事項は、本資料発表日現在におきまして当社が判断したものであります。 

 当事業年度における我が国経済は、米国の景気持ち直しや中国をはじめとする新興国の景気拡大に伴い、輸出産

業を牽引役としたゆるやかな回復傾向が見られるものの、欧州における金融不安の影響による円高の進行、失業増

加を要因とした雇用環境の先行き不安等により内需回復力は依然として脆弱なため、回復ペースは鈍化傾向にあり

厳しい状況が持続しております。 

 また当事業者金融を含む貸金業界におきましても、利息返還請求の高止まりや改正貸金業法完全施行に伴う総量

規制導入等によって市場縮小を余儀なくされた結果、貸金業者の倒産、廃業が相次ぐなど依然として厳しい経営環

境が続いております。 

 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から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商業手形割引事業についても積極

的推進を行ってまいりました。この結果、保証事業と商業手形割引事業において共に業容が順調に拡大しておりま

した。 

  しかしながら、日本振興銀行株式会社が行う貸付に対する債務保証を主としておりました保証事業におきまし

て、同行が平成22年5月27日に金融庁より業務一部停止命令を受け、新規貸付が停止したことに伴い、保証受託件

数が減少し、保証残高が前事業年度末比 ％減の 千円となりました。また平成22年９月10日に同行が

東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同行からの保証料及び手数料の入金の見

込みがないことから未入金分を当事業年度において計上しないこととしたため、保証料は前事業年度比 ％減の

千円となり、保証事業における受取手数料は前事業年度比 ％減の 千円となりました。一方、融

資事業における商業手形割引事業は、実行金額が前事業年度比 ％増の 千円と大幅に増加した結

果、受取割引料は前事業年度比 ％増の 千円となりました。なお、商業手形割引残高は、債権流動化に

より 千円を譲渡したことに伴い、前年同期末比 ％減の 千円となりました。営業貸付金残高

は、引続き厳格な審査を行っていること等により前事業年度比 ％減の 千円となり、その結果受取利息

は 千円、融資事業全体から生じる受取手数料は 千円となりました。これらの結果、当事業年度にお

ける営業収益は前事業年度比 ％増の 千円となりました。 

  営業費用は、商業手形割引事業の順調な推移に伴い短期借入金の増加、手形流動化スキームの構築及び手形再割

引による調達を行ったため、前事業年度比126.1％増の 千円となりました。販売費及び一般管理費は、保証

事業において日本振興銀行株式会社からの上述の未入金分の収益に対応する債務保証損失引当金を繰入しなかった

ものの、保証事業から生じる求償債権を売却したため債権売却損 千円が発生したこと等より前事業年度比

129.7％増の 千円となり、営業損失は 千円、経常利益は 千円となりました。また、所有して

いる日本振興銀行株式会社の株式について全額投資有価証券評価損を計上し、さらに日本振興銀行株式会社の株式

を保有している投資先に関する投資有価証券についても減損処理を行った結果、 千円の特別損失となり

当事業年度は 千円の当期純損失となりました。 

②次期の見通し 

 翌事業年度においては、主な保証受託先である日本振興銀行株式会社が平成22年９月10日付けで東京地方裁判所

に民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、保証受託件数の減少に伴い保証事業における収益の減少が予想

されますが、引き続き順調な業容推移の商業手形割引事業に加え、平成22年9月からは融資事業の積極的推進を行

っており営業収益は912百万円を予定しております。構成比は商手割引事業88.6％、融資事業10.0％、保証事業

1.5％の予定であり、今期と比較して保証事業の比率が低くなり、商手割引事業および融資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、保証関連費用の減少及び有利子負債の圧縮に伴い約333百万円を予定し

ているほか、人件費関連として約248百万円、貸倒費用及び利息返還関連費用として約183百万円を予定しているこ

とから、販売費および一般管理費が約637百万円となる見通しであります。この結果、営業損失は約59百万円、経

常損失は約52百万円、当期純利益は、有価証券売却益の計上を予定していることより約24百万円を予定しておりま

す。なお、当該項目においては予想項目でありますので百万円単位の記載をしております。 

(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、投資有価証券の減損処理を行ったことを主な要因として前事業年度末比 ％減の

千円となりました。 

 負債合計は、商業手形割引事業において実行が順調に増加したことに伴い短期借入金、手形債権流動化、手形再

割引等を利用した調達を行ったことを主な要因として前事業年度末比 ％増の 千円となりました。 

 純資産合計は、当事業年度において 千円の当期純損失となった結果、 千円となりました。 

１．経営成績

31.6 13,942,758

15.9

824,424 8.5 202,361

151.9 14,007,833

242.3 323,268

8,921,321 25.9 1,720,141

38.8 347,098

162,735 150,892

8.3 1,665,021

620,505

162,926

1,118,007 73,491 13,371

2,137,619

2,022,357

6.9

8,164,182

11.4 9,003,187

2,022,357 △839,004
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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、営業活動において投資有価証券評価損を

計上したことが増加要因となり、 千円のプラスとなりました。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 千円の資金の減少となりました。また、財務活動においては平成22年12月29日にニッ

シン債権回収株式会社を割当先とした第三者割当増資を行ったことに伴い、 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 千円（前事業年度末は 千円）となりました。 

（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増加は 千円（前事業年度は 千円の資金の減少）とな

りました。これは、主として投資有価証券評価損 千円によるキャッシュ・フローの増加が要因です。 

（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 千円（前事業年度は 千円の資金の減少）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 千円（前事業年度は 千円の資金の減少）

となりました。これは、主として、増資をおこなっ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 

・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、当期純損失となったため、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、融資事業のほか、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。 

158,587

219,235

1,397,875

3,737,014 2,399,787

158,587 740,118

2,129,445

219,235 1,962,783

1,397,875 4,950,750

  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 平成22年8月期

自己資本比率（％）  3.0  5.2  5.3  7.9  △10.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 13.6  19.8  52.6  20.0  41.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 －  1.2  0.8  －  54.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  13.3  44.8  －  0.4
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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 

（a）経営環境の悪化 

（b）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。 

（a）ローン事業に関する規制 

ⅰ）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」 

ⅱ）過剰貸付に関する規制 

ⅲ）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）」 

（b）その他の業務関連の規制等 

・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 

・「金融商品取引法」 

③．事業上のリスク   

（a）資金調達 

ⅰ）調達金利の変動 

ⅱ）取引金融機関等との関係 

（b）利息返還請求 

（c）株式市況及び有価証券の流動性 

（d）資産の減損 

（e）上場再審査 

（f）小規模組織 

（g）貸金業法施行令第３条の２に規程される資本金基準による貸金業免許維持について 

④．重要事象 

日本振興銀行株式会社との関係について 

  当社がこれまで資金調達及び業務提携等の連携をとっておりました日本振興銀行株式会社が、平成22年９月10日

に東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行いました。 

  資金の借入については当資料発表日時点で8,300,000千円の融資を受けており、契約期限が平成22年12月25日と

なっております。当該融資に関しては、期限の利益を有しておりますが、返済に関して資金繰りに影響を与える可

能性があります。 

  また、保証事業においては同行より当事業年度に発生した保証料及び手数料のうち一部が未入金となっており、

その事実は翻って、当社に保証債務を履行する義務がない旨のリーガル・オピニオンを得ており、本件について監

査法人との協議の結果、当該保証債務は解消するとの結論に至りました。なお、当社は自助独立した経営を行って

おり、経営基盤を揺るがす事象は発生しておりませんが、今後同行を取引先とした保証収益は見込めないことから

保証事業における収益が減少することが考えられます。 

  

（5）継続企業の前提に関する重要事象等  

  当社は当事業年度において2,022,357千円の当期純損失となった結果839,004千円の債務超過になっております。当

該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  当社は当該状況を解消すべく経営改善策を着実に実行し業績改善の早期実現を図ってまいります。なお、詳細につ

いては16ページの「継続企業の前提に関する注記」をご覧ください。 
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 該当する事項はございません。 

  

(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。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、さらに平成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収益構造のバランスを図ってまいりましたが、主として債務保証をおこなってきた日本振興銀行

株式会社が民事再生を申し立てたことに伴い、収益構造の再構築を余儀なくされております。今後は商業手形割引事

業を主軸とし、貸付事業についても積極的に取り組み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 

 （a)商業手形割引事業の強化 

  平成21年4月より積極展開して以来、残高・収益ともに着実に伸張してきた商業手形割引事業は、当社の収益

基盤の主軸として確固たる地位を確立いたしました。今後におきましては現在の顧客基盤をさらに広げることを

目的に、地域別業種別状況を分析し的確なアプローチによる効率的な営業で残高増加を目指すとともに精緻な審

査体制により債務不履行リスクを抑えさらなる事業の拡大を図ります。 

（b)地域密着型融資事業の強化 

  貸金業法改正に伴い貸金業者がマーケットから淘汰されている状況を好機と捉え、貸付事業を積極的に展開

し、当社が持つ商業手形割引事業での顧客基盤を有効活用することで相乗効果を創出し相互の事業収益の拡大を

図ります。 

（c)保証受託金融機関の新規開拓 

  今後保証受託先件数が減少することに伴い保証事業においては収益の減少が予想されます。今後におきまして

は新たな保証受託先金融機関を開拓することで再度保証事業における体制を確保し、収益の獲得に努めてまいり

ます。 

（d)新規事業の開発 

  当社は貸金業を基盤に事業展開してまいりましたが貸金業改正にともない収益構造の再構築を余儀なくされて

おります。この状況を踏まえ貸金業を主軸とした上で、当社の保有する顧客基盤、審査ノウハウ、営業力を活か

した新事業を開発し展開すべく尽力いたします。 

②与信管理体制の強化 

 商業手形割引事業および融資事業の積極展開のため、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。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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③組織体制の強化 

 当社は組織再編成を行い、既存の人材の適材配置ならびに優秀な人材の確保を行い内部組織体制を強化してま

いります。 

  なお、当社の内部監査は、内部監査部員が担当し、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、法令遵守を始めとする規範の厳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、頻繁に改正が行われてきましたが、さらに平成18年12月に改正貸金業法が一部施行された後、

平成22年６月に完全施行され、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 低

条件として認識しており、関連社内規定の見直しと整備、監査部門による社内研修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諸施策を実施してまいります。  

  

④資金調達先の開拓および財務体質の健全化 

  当社は当事業年度において調達先として２行の取引金融機関が増加いたしました。また、金融資産を活用した

調達スキームを確立し、資金調達の多様化を図るべく積極的に取り組んでまいりました。しかしながら当事業年

度末における短期借入金のうち大半を日本振興銀行株式会社に依存している状況であり、当社は当該借入に関

し、期限の利益を有しており直ちに借入金全額の弁済を求められることはありませんが、当該状況を鑑み早期に

安定した資金調達環境の構築及び有利子負債の低減のため、更なる新規調達先の開拓をし、増資等の資本増強に

より財務基盤の安定化を図ってまいります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,399,787 ※2  2,287,011

商業手形 2,320,253 ※1, ※2  1,720,141

営業貸付金 567,013 347,098

有価証券 594,000 1,500,003

前払費用 7,374 49,633

未収収益 1,427 1,033

未収入金 159,115 ※1  1,015,237

その他 2,152 12,956

貸倒引当金 △38,198 △67,262

流動資産合計 6,012,926 6,865,852

固定資産   

有形固定資産   

建物 259,207 259,207

減価償却累計額 △179,626 △184,913

建物（純額） 79,581 74,294

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 39,175 45,593

減価償却累計額 △26,010 △33,380

器具備品（純額） 13,165 12,212

土地 265,198 265,198

有形固定資産合計 357,945 351,705

無形固定資産   

ソフトウエア 11,182 44,194

電話加入権 224 224

無形固定資産合計 11,407 44,418

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,299,112 ※2  796,363

破産更生債権等 201,581 385,278

長期前払費用 154 193

その他 29,779 24,062

貸倒引当金 △139,188 △303,691

投資その他の資産合計 2,391,440 902,205

固定資産合計 2,760,793 1,298,330

資産合計 8,773,719 8,164,182
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※2  7,600,000 ※2  8,400,000

未払金 40,860 31,236

未払費用 14,340 9,136

未払法人税等 6,531 7,900

預り金 4,260 4,069

前受収益 39,383 53,350

再割引手形 － ※2  303,121

債務保証損失引当金 126,823 25,743

修繕引当金 15,771 15,609

その他 1,532 10,137

流動負債合計 7,849,503 8,860,305

固定負債   

利息返還損失引当金 59,402 56,202

関係会社長期未払保証料 138,298 －

長期未払保証料 － 84,057

繰延税金負債 31,400 －

その他 3,515 2,622

固定負債合計 232,615 142,882

負債合計 8,082,119 9,003,187

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,126,399 1,426,387

資本剰余金   

資本準備金 1,114,599 1,414,587

資本剰余金合計 1,114,599 1,414,587

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 △2,866,992 △4,889,350

利益剰余金合計 △1,490,873 △3,513,231

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 648,888 △773,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,712 △65,511

評価・換算差額等合計 42,712 △65,511

純資産合計 691,600 △839,004

負債純資産合計 8,773,719 8,164,182
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業収益   

受取割引料 94,439 323,268

受取利息 181,637 163,794

受取保証料 980,624 824,424

受取手数料 281,159 353,533

その他の営業収益 242 －

営業収益合計 1,538,102 1,665,021

営業費用   

借入金利息 238,409 359,434

支払保証料 27,880 21,227

支払手数料 8,145 169,891

支払割引料 － 69,952

営業費用合計 274,435 620,505

営業総利益 1,263,667 1,044,515

販売費及び一般管理費   

役員報酬 29,665 28,920

給料及び手当 239,398 217,449

審査費 23,364 －

旅費及び交通費 19,862 6,509

支払報酬 56,492 50,493

業務委託費 22,865 114,207

貸倒引当金繰入額 72,854 280,828

貸倒損失 33,525 61,817

債務保証損失引当金繰入額 78,163 －

利息返還損失引当金繰入額 53,923 －

支払手数料 83,633 2,325

地代家賃 25,643 48,669

減価償却費 6,804 21,066

租税公課 23,607 32,150

債権売却損 － 162,926

その他 91,982 90,642

販売費及び一般管理費合計 861,786 1,118,007

営業利益又は営業損失（△） 401,881 △73,491

営業外収益   

受取配当金 285 13,776

不動産賃貸収入 9,814 9,062

有価証券利息 10,190 1,081

有価証券売却益 － 59,610

その他 3,623 6,430

営業外収益合計 23,914 89,962
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業外費用   

不動産賃貸費用 1,846 3,098

その他 364 0

営業外費用合計 2,210 3,098

経常利益 423,585 13,371

特別利益   

償却債権取立益 1,503 1,109

利息返還損失引当金戻入額 － 3,199

債務保証損失引当金戻入額 － 101,080

特別利益合計 1,503 105,388

特別損失   

減損損失 － ※1  8,157

投資有価証券評価損 － ※2  2,129,445

その他 － 16

特別損失合計 － 2,137,619

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 425,088 △2,018,858

法人税、住民税及び事業税 3,498 3,498

法人税等合計 3,498 3,498

当期純利益又は当期純損失（△） 421,590 △2,022,357
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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９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,126,399 1,126,399

当期変動額   

新株の発行 － 299,988

当期変動額合計 － 299,988

当期末残高 1,126,399 1,426,387

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,114,599 1,114,599

当期変動額   

新株の発行 － 299,988

当期変動額合計 － 299,988

当期末残高 1,114,599 1,414,587

資本剰余金合計   

前期末残高 1,114,599 1,114,599

当期変動額   

新株の発行 － 299,988

当期変動額合計 － 299,988

当期末残高 1,114,599 1,414,587

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 △3,288,582 △2,866,992

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 421,590 △2,022,357

当期変動額合計 421,590 △2,022,357

当期末残高 △2,866,992 △4,889,350

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,912,463 △1,490,873

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 421,590 △2,022,357

当期変動額合計 421,590 △2,022,357

当期末残高 △1,490,873 △3,513,231
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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 227,298 648,888

当期変動額   

新株の発行 － 599,976

当期純利益又は当期純損失（△） 421,590 △2,022,357

当期変動額合計 421,590 △1,422,381

当期末残高 648,888 △773,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10 42,712

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,701 △108,223

当期変動額合計 42,701 △108,223

当期末残高 42,712 △65,511

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10 42,712

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,701 △108,223

当期変動額合計 42,701 △108,223

当期末残高 42,712 △65,511

純資産合計   

前期末残高 227,308 691,600

当期変動額   

新株の発行 － 599,976

当期純利益又は当期純損失（△） 421,590 △2,022,357

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,701 △108,223

当期変動額合計 464,291 △1,530,605

当期末残高 691,600 △839,004
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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９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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（△） 425,088 △2,018,858

減価償却費 6,804 21,066

減損損失 － 8,157

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,075 193,567

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 53,923 △3,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,614 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 78,163 △101,080

修繕引当金の増減額（△は減少） △4,228 △162

長期未払保証料の増減額（△は減少） △124,879 △54,240

受取利息及び配当金 △10,476 △15,014

有価証券売却損益（△は益） － △59,610

支払利息 238,409 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,129,445

商業手形の増減額（△は増加） △1,899,561 600,111

営業貸付金の増減額（△は増加） △15,119 219,915

破産更生債権等の増減額（△は増加） △136,055 △183,696

再割引手形の増減額（△は減少） － 303,121

未収入金の増減額（△は増加） － △856,121

関係会社未収入金の増減額（△は増加） 2,009,863 －

前受収益の増減額（△は減少） △978,727 13,967

その他 △112,528 △51,909

小計 △516,015 145,459

利息及び配当金の受取額 10,417 15,359

利息の支払額 △230,185 －

法人税等の支払額 △4,335 △2,231

営業活動によるキャッシュ・フロー △740,118 158,587

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 △1,200,100 △50,000

定期性預金の払戻による収入 1,273,760 －

有価証券の取得による支出 △536,000 －

有価証券の売却による収入 － 594,000

有形固定資産の取得による支出 △20,224 △6,417

無形固定資産の取得による支出 △9,555 △49,965

投資有価証券の取得による支出 △1,470,664 △709,226

投資有価証券の売却による収入 － 2,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,962,783 △219,235
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 6,900,000 11,250,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △10,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,249,250 －

株式の発行による収入 － 597,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,950,750 1,397,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,247,847 1,337,226

現金及び現金同等物の期首残高 151,940 2,399,787

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,399,787 ※1  3,737,014
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継続企業の前提に関する注記

第 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

──────  当社は、当事業年度において、2,022,357千円の当期純

損失を計上した結果、839,004千円の債務超過になってお

ります。 

 当期において債務超過に至った 大の原因は、特別損

失における投資有価証券評価損2,129,445千円を計上した

ことによるものであります。 

 上記は、平成22年9月10日、日本振興銀行株式会社の民

事再生手続開始の申立てを鑑み、当社保有の同行株式及

び関連する非上場株式を減損処理したことによるもので

ありますが、同行はこれまで当社と保証基本契約の締結

をはじめとし、資金調達、役員の招聘などの緊密な連携

を図っておりました。 

 そのため、当社の中核とすべく注力してきた保証事業

における事業計画及び今後の資金調達に当初想定との大

幅な乖離が生じております。 

 また、当社は同行より融資を受けており、返済に関し

て資金繰りに影響を与える可能性があります。 

 加えて、当事業年度末において貸金業法施行令に定め

る 低純資産額に達しておらず、財務省に当該事実を届

出する必要があります。認可が下りない場合は、貸金業

免許を維持できなくなるおそれがあります。  

 上述の理由により、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の事業計画なら

びに経営改善策を実行してまいります。 

1.債務超過の解消  

 債務超過解消のための資本政策を急務とし、純資産の

回復に努めてまいります。 

2.事業収益の拡大 

 当社の培ってきた商業手形割引事業のノウハウを活か

し、地域密着型の融資事業を展開していきます。また、

保証事業においても新たな保証受託先を開拓すること及

び新規事業の開拓を行うことで、収益基盤の収益構造の

再構築と既存事業の強化を行ってまいります。  

3．財務基盤の強化 

 当社は、当事業年度において新たな調達スキームの実

施と新規取引金融機関を開拓いたしましたが、今後更な

る新規取引先の開拓を積極的に行うことにより、財務体

質の健全化を図ってまいります。  

 しかしながら、資金調達の時期と引受先が決定してい

ないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められます。  

 なお、当社は上記の対応策を実行中であり、財務諸表

は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提

に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映してお

りません。  
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重要な会計方針

項  目 
第 37 期

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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(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 

(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。 

同左 

  (2）無形固定資産(リース資産を除く) 

 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)リース資産  

同左 

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 
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項  目 
第 37 期

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

  (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 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。 

(4）利息返還損失引当金 

同左 

      

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．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 

６．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、当事業年度の費

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 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

──────  当事業年度より、経営成績をより適正に把握するた

め、損益計算書の表示区分の見直しをいたしました。そ

の結果、営業収益に対応する営業費用の把握を適切に行

うため、従来、販売費及び一般管理費に含めて計上して

いた審査費を当事業年度より営業費用として計上する方

法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当

事業年度の営業費用は28,509千円増加し、営業総利益及

び販売費及び一般管理費は同額減少しております。 

表示方法の変更

第 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（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」

（当事業年度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、前事業年度における「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、前事業年度まで区分掲記しておりました「福利厚

生費」（当事業年度1,952千円）、「採用・研修費」（当

事業年度510千円）、「債権管理費」（当事業年度187千

円）、「営業費」（当事業年度1,377千円）、「通信費」

（当事業年度12,077千円）、「事務用品・消耗品費」

（当事業年度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。 

 前事業年度において、「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） 

１．当事業年度において、当社のキャッシュ・フロー計

算書の表示区分の見直しをしたことに伴い、「営業活動

によるキャッシュ・フロー」の区分に含まれる投資活動

及び財務活動以外の取引による小計以下のキャッシュ・

フローに区分掲記していた「支払利息」を営業損益の対

象となった取引に関わるキャッシュ・フローに含めて記

載しております。 

２．前事業年度まで「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「未収入

金の増減額（△は増加）」は重要性が増加したため、区

分掲記いたしました。 

 なお、前事業年度における「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減

額」は△96,825千円であります。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

第 37 期 
（平成21年８月31日） 

第 38 期 
（平成22年８月31日） 

────── ※１．債権の流動化 

 当社は、資金調達の多様化を図り安定的に資金を

調達することを目的として、商業手形の流動化を実

施しております。具体的には、商業手形を特別目的

会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付けとして特別目

的会社が銀行からの借入によって調達した資金を、

売却金額として受領します。なお、当該流動化にあ

たり利用している特別目的会社は、開示対象ではな

く、かつ当社の子会社に該当しない特別目的会社で

あり、当社は特別目的会社の議決権のある株式等は

有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。 

当事業年度末の債権の流動化による受取手形の譲渡

残高は2,198,913千円であります。このうち代金留保

額は996,014千円であり、流動資産の未収入金に含め

て表示しております。  

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

投資有価証券 1,129,200千円

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

投資有価証券 591,128千円

商業手形 111,249千円

定期預金 50,000千円

別段預金 14,286千円

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 7,600,000千円

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 8,400,000千円

再割引手形 303,121千円

３．保証債務  

  当社は、主として日本振興銀行株式会社が行う貸付

に対し、債務保証を行っております。 

上記保証債務のうち14,000,656千円は前月受取保証料額

を履行額上限とする保証基本契約を締結しております。

保証債務  20,397,093 千円 

債務保証損失引当金  △126,823   

差引額  20,270,270   

 ３．保証債務  

  当社は、中小企業信販機構㈱に対し、割賦債権保証

を行っております。 

  

保証債務  156,685 千円 

債務保証損失引当金  △25,743   

差引額  130,942   
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（損益計算書関係）

第 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

 ―――――― ※１．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。 

 当社は、事業用資産については、原則として業務の種

類別を基準としてグルーピングを行っております。 

 グルーピングの単位である保証業務において、当社は

主に日本振興銀行株式会社の貸付に対する保証業務を行

ってまいりましたが、平成22年9月に同行が民事再生手続

きを開始したことにより、今後当該事業での回収可能性

を著しく低下させる変化が生じたため、当該業務に使用

していた資産の帳簿価格全額を減額し、当該減少額を減

損損失（8,157千円）として特別損失に計上しました。 

※２．投資有価証券評価損は、投資有価証券の株式の一

部銘柄について減損処理を適用したことによるものであ

ります。主な銘柄と損失額は、日本振興銀行株式会社

1,853,590千円、中小企業保証機構株式会社249,990千円

となっております。 

  

場所 用途 種類 

 本社 

（東京都墨田区）
保証管理システム  ソフトウェア 
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第37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,307千株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株 
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  15,739  －  －  15,739

合計  15,739  －  －  15,739

自己株式                        

普通株式  357  －  －  357

合計  357  －  －  357

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株 
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式                        

普通株式 （注）１  15,739  2,307  －  18,046

合計  15,739  2,307  －  18,046

自己株式                        

普通株式  357  －  －  357

合計  357  －  －  357
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当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社は、商業手形割引、融資、保証事業を主たる事業としており、銀行からの借入により資金調達を行っておりま

す。営業債権である商業手形及び営業貸付金は十分な信用調査を行うことを方針としております。 

また、資金運用については、余剰資金の範囲内で安全性の高い金融商品に限定して行っており、リスクの高い投機は行

いません。 

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

 当社が保有する営業債権は、主として国内の中小企業に対する融資であり、融資先企業の契約不履行によってもたら

される信用リスクに晒されております。 

 また、有価証券及び投資有価証券は主に投資信託及び業務上の取引を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されています。 

 営業債務である短期借入金及び再割引手形は主に営業取引に係る資金調達であり、そのほとんどが半年以内の支払期

日であり、流動性リスクに晒されております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

  当社は、管理諸規定に従い、営業貸付金について個別案件ごとの与信調査、内部格付、保証や担保の設定、問題債

権への対応など、与信管理に関する体制を整備運用し、定期的に取締役による状況の把握、確認、今後の対応の協議

などを行い、適宜財政状態等のモニタリングを行っております。 

  長期債権等についても、定期的にモニタリングし、個別に期日及び残高を管理するとともに、財政状態の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク） 

  当社は、保有する投資有価証券について、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、投資先企業との関係を勘

案しつつ、保有状況を継続的に見直しております。また、有価証券は全てフリー・ファイナンシャル・ファンドであ

り、信用リスクは低いものと判断しております。 

 ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク） 

  担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新することで手元流動性が十分であることを確認し、流動性リスクを管

理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

  金融商品の時価には、市場価値に基づく価額のほか、市場価値がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

（平成21年８月31日） （平成22年８月31日） 

現金及び預金勘定   千円 2,399,787

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 

  
 -

現金及び現金同等物    2,399,787

現金及び預金勘定   千円 2,287,011

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 

  
 △50,000

有価証券    1,500,003

現金及び現金同等物    3,737,014

２．重要な非資金取引の内容 

該当する事項はありません。 

２．重要な非資金取引の内容 

該当する事項はありません。 

（リース取引関係）

第 37 期 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

           ──────            ────── 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注2）をご参照ください。） 

  

（単位：千円）

(※１)一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(※２)破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。  

  

（注１）金融商品の時価算定並びに有価証券に関する事項 

資 産 

(1)現金及び預金、(4)未収入金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(2)商業手形、(3)営業貸付金 

これらは貸倒に対する信用リスクを加味して算定した貸倒引当金を計上してあるため、時価は当事業年度末における

貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

(5)有価証券、(6)投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された

価格によっております。また、フリー・ファイナンシャル・ファンドは短期間で決済されるものであるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。保有目的ごとの有価証券に関する事項については、

注記事項「有価証券関係」をご参照ください。 

(7)破産更生債権等 

これらは、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事業年度末にお

ける貸借対照表計上額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

  

  貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1)現金及び預金 2,287,011 2,287,011 －

(2)商業手形 1,720,141  

貸倒引当金(※１) △48,660    

  1,671,480 1,671,480 －

(3)営業貸付金 347,098    

貸倒引当金(※１) △18,601    

  328,496 328,496 －

(4)未収入金  1,015,237 1,015,237 －

(5)有価証券 1,500,003 1,500,003 －

(6)投資有価証券   785,076 785,076 －

(7)破産更生債権等 385,278    

貸倒引当金（※２） △303,691    

  81,586 81,586 －

資産計 7,668,892 7,668,892 －

(1)短期借入金 8,400,000 8,400,000 －

(2)再割引手形 303,121 303,121 －

負債計 8,703,121 8,703,121 －
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負 債 

(1)短期借入金、(2)再割引手形 

 これらは１年以内で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6)

投資有価証券」には含まれておりません。 

  

（単位：千円）

(※1)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象としておりません。

(※2)当事業年度において、非上場株式について2,129,445千円減損処理を行っております。 

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  

  

区 分 貸借対照表計上額 

非上場株式(※1)(※2) 11,286
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第37期（平成21年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

     ３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  539,246  558,415  19,169

(2）債券                  

①国債・地方債等                  

②社債  536,000  594,000  58,000

③その他                  

(3）その他                  

小計  1,075,246  1,152,415  77,169

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  8,054  5,975  △2,078

(2）債券                  

①国債・地方債等                  

②社債                  

③その他                  

(3）その他  4,194  3,217  △977

小計  12,249  9,192  △3,056

合  計  1,087,495  1,161,608  74,112

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  1,731,504

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１．債券                        

(1）国債・地方債等  －  －  －  －

(2）社債  594,000  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

合計  594,000  －  －  －
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第38期（平成22年８月31日現在） 

１．その他有価証券 

（注） 非上場株式（貸借対照表計上額 11,286千円）については、市場価値がなく、時価を把握することが極めて 

    困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 （自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

３．減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、その他有価証券（非上場株式）について2,129,445千円減損処理を行っております。 

 なお、その他有価証券で時価のない株式の減損処理にあたっては、当該株式の実質価額が取得原価に比べて

50％以上下落した場合には、株式の実質価額が著しく下落したと判断し、回収可能性が十分な証拠によって裏

付けられる場合を除き、減損処理を行っております。 

  

第37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 第37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

  当社は退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 

 第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

  当社は退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  535,264  591,119  55,855

(2）債券                  

①国債・地方債等                  

②社債                  

③その他                  

(3）その他  1,500,003  1,500,003  －

小計  2,035,267  2,091,122  55,855

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  311,272  190,300  △120,971

(2）債券                  

①国債・地方債等                  

②社債                  

③その他                  

(3）その他  4,051  3,656  △395

小計  315,323  193,957  △121,366

合  計  2,350,590  2,285,079  △65,511

  
売却額
（千円） 

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

１．株式  2,373  1,610  －

２．債券                   

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  594,000  58,000  －

(3）その他  －  －  －

３．その他  －  －  －

合計  596,373  59,610  －

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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第37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

  （企業結合等関係） 

第37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）

  当社第１回新株予約権証券

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役４名、監査役１名および従業員（当社就業規則に定める社員）102名、合計

107名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式 175,000株 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 該当する事項はありません。 

対象勤務期間 該当する事項はありません。 

権利行使期間 平成18年５月１日から平成21年４月30日まで 

    当社第１回新株予約権証券 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    －

付与    －

失効    －

権利確定    －

未確定残    －

権利確定後 （株）      

前事業年度末    40,000

権利確定    －

権利行使    －

失効    40,000

未行使残    －

    当社第１回新株予約権証券 

権利行使価格 （円）  740

行使時平均株価 （円）  －

付与日における公正な評価単価 （円）  －
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金  328,055

投資有価証券評価損  2,613

一括償却資産  535

未払事業税  1,488

未払社会保険料  679

利息返還損失引当金  24,170

修繕引当金  6,417

減損損失  78,780

 補償料  177,294

 繰越欠損金  929,632

 その他  7,646

 繰延税金資産小計  1,557,313

 評価性引当額  △1,557,313

 繰延税金資産合計  －

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  31,400

繰延税金負債計  31,400

繰延税金負債の純額  31,400

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金  168,677

投資有価証券評価損  869,084

一括償却資産  100

未払事業税  1,118

未払社会保険料  1,034

利息返還損失引当金  22,868

修繕引当金  6,351

減損損失  80,239

 補償料  126,638

 繰越欠損金  1,093,538

 その他有価証券評価差額金  26,656

 その他  9,337

 繰延税金資産小計  2,405,646

 評価性引当額  △2,405,646

 繰延税金資産合計  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率  40.7

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5

住民税均等割  0.8

繰越欠損金の利用  △8.4

評価性引当額  △33.1

その他  0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  0.8

 税引前当期純損失となっておりますので、記載を省略し

ております。 

３．税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金 

額が修正されたときの内容及び影響額 

 本社移転に伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の

40.4％から40.7％に変更しております。 

当期における税率の変更により、繰延税金負債の純額（繰

延税金資産の金額を控除した金額）が223千円増加し、そ

の他有価証券評価差額金の金額が同額減少しております。
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  （賃貸等不動産） 

 第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

  重要性が乏しいため記載を省略しております。  

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。 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22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） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。なお、従来の開示対象に加えて新たに開示対象に追加されるものはありません。 

 １．関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

（1）資金融資にかかる利率及び金融機関への債務保証に係る保証料については、一般市中金利を参考にし

て、両社協議の上決定しております。 

     （2）業務委託にかかる取引条件については、市場価格等を勘案した一般的取引条件にて、当社と関連を有し

ない他の当事者との取引と同様に決定しております。 

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容又
は職業 

議決権等の
所有 

（被所有） 
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

その他の

関係会社 

ＮＩＳ 

グループ

株式会社 

愛媛県

松山市 
 26,289,375
総合金融サ

ービス事業 

（被所有） 

直接 39.8 

合意書の締

結 

役員の兼任 

保証料等の支

払 
 1,116 － －

合意書に基づ

く保証料の支

払 
 147,418

未払金 455

関係会社

長期未払

保証料 
138,298

保証参加基本

契約書に基づ

く保証料の受

取 

 8,721 － －

その他の

関係会社 

中小企業

保証機構

株式会社 

大阪府 

大阪市 

西区 
 838,050

中小規模事業

者向け貸付及

び保証業務 

（所有） 

直接 12.7 

（被所有） 

直接 25.6 

保証基本契

約書に基づ

く審査委託

料の支払 

手数料の受取  87,132 未払金 8,853

融資 

資金の貸付  4,000,000 － －

貸付金の回収  4,000,000 －  －

利息の受取  43,890 －  －

ファシリテ

ィー契約 
手数料の支払  39,999 －  －

業務委託契

約書の締結 業務委託  2,000 未払金 1,050

役員の兼任 

その他の

関係会社 

中小企業

人材機構

株式会社 

大阪府大

阪市西区 
 484,000

人事アウトソ

ーシング受託

業務 

（被所有）

直接 20.5 

業務委託契

約書の締結 

役員の兼任 

業務委託  7,467 未払金 357
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第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 １．関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

（1）資金融資にかかる利率及び金融機関への債務保証に係る保証料については、一般市中金利を参考にし

て、両社協議の上決定しております。 

     （2）業務委託にかかる取引条件については、市場価格等を勘案した一般的取引条件にて、当社と関連を有し

ない他の当事者との取引と同様に決定しております。 

３．※１のＮＩＳグループ株式会社は、平成22年３月23日付で、IFSパートナーズ・ファンド１号投資事業組合

に当社株式6,085千株を売却したことにより、当社の主要株主に該当しなくなりました。なお、上記取引額

については、関連当事者であった期間の取引を、期末残高については関連当事者でなくなった時点での残高

を記載しております。 

４．※２の会社は平成22年９月８日付で株式会社Ｊ－ＮＥＸＴへ商号変更しております。 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の内容又
は職業 

議決権等の
所有 

（被所有） 
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

その他の

関係会社 

ＮＩＳ 

グループ

株式会社 

※１  

愛媛県

松山市 
 28,289,375
総合金融サ

ービス事業 

（被所有）

直接 0.2 

合意書の締

結 

合意書に基づ

く保証料の支

払 
 36,428

未払金 285

長期未払保

証料 
104,029

その他の

関係会社 

中小企業

保証機構

株式会社 

大阪府 

大阪市 

西区 
 838,050

中小規模事業

者向け貸付及

び保証業務 

（所有） 

直接 12.7 

（被所有）

直接 15.0 

保証基本契

約書に基づ

く審査委託

料の支払 

手数料の支払  76,224 未払金 2,625

融資 

資金の貸付  8,000,000 － －

貸付金の回収  8,000,000 －  －

手数料の受取  19,047 －  －

利息の受取  124,246 －  －

業務委託契

約書の締結 
業務委託  12,000 未払金 1,050

その他の

関係会社 

中小企業

人材機構

株式会社 
※２  

東京都 

墨田区 
 484,000

人事アウトソ

ーシング受託

業務 

（被所有）

直接 15.0 

業務委託契

約書の締結 

  

業務委託  3,672 未払金 253

-31-

中小企業信用機構株式会社（8489）　平成22年8月期決算短信（非連結）



 （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37期（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

第38期（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項  目 
第 37 期

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

第 38 期 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 44 96 円 銭 △47 43

１株当たり当期純利益または当期純損失

（△）金額 
円 銭 27 40 円40銭 △119

潜在株式調整後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。 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株あたり純

損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりませ

ん。 

  
第 37 期

(自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日) 

第 38 期 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

当期純利益または当期純損失（△）（千円）  421,590  △2,022,357

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） 
 421,590  △2,022,357

期中平均株式数（千株）  15,381  16,937

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 

────── ────── 

（重要な後発事象）
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(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 

＜融資事業＞ 

(1)営業収益の内訳 

(2)融資残高の内訳 

５．その他

区  分 

第37期 

（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

第38期 

（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

融資事業  328,540  21.4  636,896  38.2

保証事業  1,201,887  78.1  1,026,786  61.7

その他  7,674  0.5  1,338  0.1

合計  1,538,102  100.0  1,665,021  100.0

区  分 

第37期 

（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

第38期 

（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

受取割引料  94,439  28.7  323,268  50.8

受取利息  181,637  55.3  162,735  25.5

  手形貸付  167  0.1  144  0.0

  証書貸付  171,608  52.2  115,042  18.0

  担保貸付  6,242  1.9  35,600  5.6

  消費者貸付  3,618  1.1  11,948  1.9

受取手数料  52,464  16.0  150,892  23.7

合計  328,540  100.0  636,896  100.0

区  分 

第37期末 

（平成21年８月31日） 

第38期末 

（平成22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  2,320,253  80.4  1,720,141  83.2

営業貸付金  567,013  19.6  347,098  16.8

  手形貸付  5,533  0.2  4,327  0.2

  証書貸付  378,806  13.1  188,499  9.1

  担保貸付  1,084  0.0  4,500  0.2

  消費者貸付  181,590  6.3  149,770  7.3

合計  2,887,267  100.0  2,067,239  100.0
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＜保証事業＞ 

(1)営業収益の内訳 

(2)保証残高 

(3)求償債権残高 

  

区  分 

第37期 

（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

第38期 

（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

受取保証料  980,624  81.6  824,424  80.3

受取手数料  221,263  18.4  202,361  19.7

合計  1,201,887  100.0  1,026,786  100.0

区  分 

第37期末 

（平成21年８月31日） 

第38期末 

（平成22年８月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

合計  20,397,093  156,685

区  分 

第37期末 

（平成21年８月31日） 

第38期末 

（平成22年８月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

合計  114,855  258,963
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