
平成23年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年1月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 中小企業信用機構株式会社 上場取引所 大 

コード番号 8489 URL http://www.sme-shinyou.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上村 昌史

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営管理部長 （氏名） 田中 謙吏 TEL 03-5625-5440
四半期報告書提出予定日 平成23年1月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年8月期第1四半期の業績（平成22年9月1日～平成22年11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 ％

23年8月期第1四半期 117 △75.6 △240 ― △231 ― △326 ―

22年8月期第1四半期 481 60.9 71 119.1 133 283.7 151 337.5

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

23年8月期第1四半期 △18.46 ―

22年8月期第1四半期 9.88 ―

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

23年8月期第1四半期 7,303 △1,100 △15.1 △62.22

22年8月期 8,164 △839 △10.3 △47.43

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  △1,100百万円 22年8月期  △839百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年8月期 ―

23年8月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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)

248 △73.2 △383 ― △373 ― △468 ― △26.50

通期 625 △62.4 △512 ― △500 ― △606 ― △34.29



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期1Q 18,046,600株 22年8月期  18,046,600株

② 期末自己株式数 23年8月期1Q  357,075株 22年8月期  357,075株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 17,689,525株 22年8月期1Q 15,381,925株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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）経営成績に関する定性的情報 

 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。 

 当第１四半期における我が国経済は、新興国の景気拡大や政府の景気刺激策に支えられ緩やかな回復傾向が見ら

れましたが、急激な為替変動や不安定な海外経済による景気悪化懸念、厳しい雇用環境やデフレの長期化懸念な

ど、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 当事業者金融を含む貸金業界におきましても、平成19年12月に施行された改正貸金業法の影響に加え、大手貸金

業者の破綻に伴う影響などにより、利息返還請求対応コストが依然として高止まり、各貸金業者は厳しい経営環

境下にあります。 

 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

変革を図り、さらに平成21年４月より収益基盤を磐石にすべく保証事業に加えて商業手形割引事業の積極的推進

をおこなってまいりました。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、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、同行からの保証料および手数料の収入が無くなり

ました。結果、当第１四半期会計期間におきまして、保証事業につきましては、受取保証料が前年同四半期比

98.8％減の3,229千円となり、保証事業における営業収益合計は前年同四半期比99.1％減の3,229千円となりまし

た。 

 また、融資事業につきましては、商業手形割引事業は順調な業況推移に伴い商手流動化に伴う譲渡手形を含めた

残高が、前年同四半期末比7.1％増の3,388,957千円となった結果、受取割引料は前年同四半期比17.8％増の

76,974千円となりました。また営業貸付については、同業他社の破綻もしくは廃業に伴う貸金業者の大幅な減少

という状況下、依然として高い借入ニーズを鑑み、平成22年10月より厳格な審査対応を継続しつつ優良小口案件

については積極的推進を行う施策へと方向を転換しておりますが、主に当第１四半期会計期間より大口融資に対

し慎重な対応を行った影響より、営業貸付金残高は、前年同四半期末比47.4％減の817,362千円と減少し、営業貸

付金受取利息は前年同四半期比78.6％減の8,300千円となりました。また受取手数料は前年同四半期比2.4％減の

28,202千円となりこの結果、融資事業における収益は前年同四半期比14.8％減の113,477千円となりました。 

 このほか、その他のセグメントである業務委託手数料の収益が前年同四半期比55.5％減の490千円となった結

果、当第１四半期における営業収益合計は前年同四半期比75.6％減の117,197千円となりました。 

 営業費用は、短期借入金の減少により前年同四半期比0.3％減の144,159千円となり、販売費及び一般管理費は、

人件費、貸倒引当金等の減少により前年同四半期比19.2％減の213,939千円となったことから、営業損失は

240,901千円、経常損失は231,823千円となりました。また特別利益として投資有価証券売却益81,735千円の計上

および特別損失として投資有価証券の評価損を177,947千円計上したことより326,536千円の四半期純損失となり

ました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産におきましては、主に投資有価証券の減損処理による減少に伴い、総資産合計

は前年同四半期末比15.9％減の7,303,880千円となりました。負債におきましては、主に融資事業における資金調

達に伴う短期借入金が前年同四半期末比9.6％増の7,833,000千円となった結果、負債合計は前年同四半期末比

6.3%増の8,404,545千円となりました。純資産におきましては、主に投資有価証券の減損処理を行った結果、純資

産合計は△1,100,665千円となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、463,144千円の資金の減少とな

った結果、3,273,869千円（前第１四半期会計期間は1,010,582千円）となりました。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、営業活動による資金の減少は452,308千円（前第１四半期会計期間は1,476,787

千円の資金の減少）となりました。これは、主として、営業貸付金の残高増加によるものです。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第1四半期会計期間において、投資活動による資金の増加は556,163千円（前第１四半期会計期間は537,582千

円の資金の増加）となりました。これは、主として、投資有価証券567,000千円の売却を行ったものであります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動による資金の減少は567,000千円（前第１四半期会計期間は450,000千

円の資金の減少）となりました。これは、主として、短期借入金617,000千円返済による減少であります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社は、当第１四半期会計期間における業績動向を踏まえ、平成22年10月20日公表いたしました業績予想を修正

しております。詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当する事項はありません。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。また、当会計基準等の適用

開始による資産除去債務の変動額はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等 

  当社は、平成22年８月期において当期純損失を計上した結果、債務超過となりましたが、当第１四半期会計期間

においても継続して326,536千円の四半期純損失を計上し、1,100,665千円の債務超過となっております。 

 当第１四半期会計期間におきましては、民事再生手続中である日本振興銀行株式会社を主な取引先としており

ました保証事業における収益が、保証基本契約の解消により、大きく減少しております。 

 また、当社は日本振興銀行株式会社と、平成22年12月27日付で7,233,000千円の特殊当座借越契約を締結いたし

ましたが、極度枠契約期限が平成23年１月25日となっており、契約条件等の変更の協議が合意に至らない場合、

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、前事業年度に引き続き、貸金業法施行令に定める 低純資産額に達していないため、貸金業免許の維

持にも不透明性を有しております。 

  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おります。 

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、前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。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,323,473 2,287,011

商業手形 1,394,461 1,720,141

営業貸付金 817,362 347,098

未収入金 1,112,725 1,015,237

有価証券 2,000,396 1,500,003

その他 29,343 63,623

貸倒引当金 △63,133 △67,262

流動資産合計 6,614,628 6,865,852

固定資産   

有形固定資産   

土地 265,198 265,198

その他（純額） 83,959 86,507

有形固定資産合計 349,157 351,705

無形固定資産 51,624 44,418

投資その他の資産   

投資有価証券 197,991 796,363

破産更生債権等 400,659 385,278

その他 26,238 24,255

貸倒引当金 △336,420 △303,691

投資その他の資産合計 288,469 902,205

固定資産合計 689,251 1,298,330

資産合計 7,303,880 8,164,182

負債の部   

流動負債   

短期借入金 7,833,000 8,400,000

前受収益 44,558 53,350

債務保証損失引当金 22,101 25,743

修繕引当金 15,609 15,609

未払法人税等 1,701 7,900

再割引手形 303,546 303,121

その他 32,364 54,580

流動負債合計 8,252,881 8,860,305

固定負債   

長期未払保証料 78,043 84,057

利息返還損失引当金 71,380 56,202

その他 2,240 2,622

固定負債合計 151,664 142,882

負債合計 8,404,545 9,003,187
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,426,387 1,426,387

資本剰余金 1,414,587 1,414,587

利益剰余金 △3,839,768 △3,513,231

自己株式 △101,236 △101,236

株主資本合計 △1,100,030 △773,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △635 △65,511

評価・換算差額等合計 △635 △65,511

純資産合計 △1,100,665 △839,004

負債純資産合計 7,303,880 8,164,182
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業収益 481,303 117,197

営業費用 144,616 144,159

営業総利益又は営業総損失（△） 336,687 △26,962

販売費及び一般管理費 264,926 213,939

営業利益又は営業損失（△） 71,761 △240,901

営業外収益   

受取利息 1,077 591

受取配当金 10 6,817

不動産賃貸収入 2,724 1,495

有価証券売却益 58,000 －

その他 407 712

営業外収益合計 62,219 9,617

営業外費用   

不動産賃貸費用 764 539

営業外費用合計 764 539

経常利益又は経常損失（△） 133,217 △231,823

特別利益   

償却債権取立益 327 236

投資有価証券売却益 － 81,735

債務保証損失引当金戻入額 16,008 2,603

利息返還損失引当金戻入額 3,251 －

特別利益合計 19,587 84,575

特別損失   

投資有価証券評価損 － 177,947

その他 － 466

特別損失合計 － 178,413

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 152,804 △325,662

法人税、住民税及び事業税 810 874

法人税等合計 810 874

四半期純利益又は四半期純損失（△） 151,993 △326,536
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11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又は税引前四半期純損失
（△）

152,804 △325,662

減価償却費 3,953 5,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 86,540 28,600

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △3,251 15,177

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △16,008 △3,642

修繕引当金の増減額（△は減少） △162 －

長期未払保証料の増減額（△は減少） △22,247 △6,013

受取利息及び受取配当金 △1,121 △7,408

投資有価証券評価損益（△は益） － 177,947

有価証券売却損益（△は益） △58,000 △81,735

商業手形の増減額（△は増加） △845,474 325,680

営業貸付金の増減額（△は増加） △987,264 △470,264

破産更生債権等の増減額（△は増加） △137,990 △15,381

再割引手形の増減額（△は減少） 298,897 424

未収入金の増減額（△は増加） － △92,884

前受収益の増減額（△は減少） 7,912 △8,792

その他 49,799 9,560

小計 △1,471,614 △449,347

利息及び配当金の受取額 1,358 466

法人税等の支払額 △6,531 △3,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,476,787 △452,308

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △6,417 －

無形固定資産の取得による支出 － △10,836

有価証券の売却による収入 594,000 567,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 537,582 556,163

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 1,550,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 △617,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,000 △567,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,389,205 △463,144

現金及び現金同等物の期首残高 2,399,787 3,737,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,010,582 3,273,869
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 当社は、平成22年８月期において当期純損失を計上した結果、債務超過となりましたが、当第１四半期会計期

間においても継続して326,536千円の四半期純損失を計上し、1,100,665千円の債務超過となっております。 

 当第１四半期会計期間におきましては、民事再生手続中である日本振興銀行株式会社を主な取引先としており

ました保証事業における収益が、保証基本契約の解消により、大きく減少しております。 

 また、当社は日本振興銀行株式会社と、平成22年12月27日付で7,233,000千円の特殊当座借越契約を締結いたし

ましたが、極度枠契約期限が平成23年１月25日となっており、契約条件等の変更の協議が合意に至らない場合、

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、前事業年度に引き続き、貸金業法施行令に定める 低純資産額に達していないため、貸金業免許の維

持にも不透明性を有しております。 

  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おります。 

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、前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、これらの対応策を実施しても、保証事業の収益を補うまでの収益の確保や日本振興銀行株式会

社の経営方針の動向、資金調達先との協議など外部との折衝を必要とする事象に大きく影響を受けるため、現時

点では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、四半期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

を四半期財務諸表に反映しておりません。  

  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

 前第１四半期累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 従来、当社は、事業の種類別セグメントについては、事業者向けローン事業の単一セグメントとしておりま

したため、記載を省略しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

 前第１四半期累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

［海外売上高］ 

 前第１四半期累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 該当する事項はありません。 

  

［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、商品種類別のセグメントから構成されており、「融資事業」、「保証事業」の２つを報告セグメ

ントとしております。 

 従来、当社は、事業の種類別セグメント情報については、事業者向けローン事業の単一セグメントとし、

開示を行っていませんでしたが、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の

開示に関する会計基準の適用指針」が当第１四半期会計期間より適用となるため、「マネジメント・アプロ

ーチ」のセグメント開示に変更しています。 

 「融資事業」は商業手形割引、証書貸付、手形貸付、担保貸付による事業者向けローンを行っておりま

す。「保証事業」は事業者の貸付契約における保証業務を請け負うものであります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期累計期間 （自平成22年９月１日 至平成22年11月30日） 

 （単位：千円）

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、委託業務によるもので

す。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当する事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等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20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

  報告セグメント その他 

（注） 
合計 

  融資事業 保証事業 計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売

上高又は振替高  

113,477

－

3,229

－

 116,707

－

 

 

490

－

117,197

－

計 113,477 3,229 116,707  490 117,197

 セグメント利益又は損

失（△） 
△112,010 △24,641 △136,652  490 △136,162

利益 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去 

全社費用（注） 

△136,652

490

－

△104,739

四半期損益計算書の営業損失（△） △240,901
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該当する事項はありません。  

  

  

経営管理上重要な指標の推移 

 当第１四半期会計期間の営業実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

営業収益の内訳  

（注） １．セグメント間の取引はありません。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ＜融資事業＞ 

（１）営業収益の内訳 

(２)融資残高の内訳 

＜保証事業＞ 

(１）営業収益の内訳 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 

前第１四半期会計期間  
 （自 平成21年９月１日  

  至 平成21年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30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（％） 金額（千円） 構成比（％）

融資事業  133,142  27.7  113,477  96.8  637,176  38.3

保証事業  347,059  72.1  3,229  2.8  1,024,426  61.5

その他  1,102  0.2  490  0.4  3,418  0.2

合計  481,303  100.0  117,197  100.0  1,665,021  100.0

区  分 

前第１四半期会計期間  
 （自 平成21年９月１日  

  至 平成21年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30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（％）  金額（千円） 構成比（％）

受取割引料  65,361  49.1  76,974  67.9  323,268  50.7

受取利息  38,871  29.2  8,300  7.3  162,735  25.6

  手形貸付  38  0.0  109  0.1  144  0.0

  証書貸付  35,216  26.5  5,553  4.9  115,042  18.1

  担保貸付  310  0.2  159  0.1  35,600  5.6

  消費者貸付    3,306  2.5  2,478  2.2  11,948  1.9

受取手数料  28,908   21.7  28,202  24.8  151,172  23.7

合計  133,142  100.0  113,477  100.0  637,176  100.0

区  分 

前第１四半期会計期間末  
（平成21年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成22年11月30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（％）  金額（千円） 構成比（％）

商業手形割引  3,165,728  67.1  1,394,461  63.0  1,720,141  83.2

営業貸付金  1,554,278  32.9  817,362  37.0  347,098  16.8

  手形貸付  5,181  0.1  15,031  0.7  4,327  0.2

  証書貸付  1,377,497  29.2  659,774  29.8  188,499  9.1

  担保貸付  624  0.0  4,250  0.2  4,500  0.2

  消費者貸付    170,975  3.6  138,306  6.3  149,770  7.3

合計  4,720,007  100.0  2,211,823  100.0  2,067,239  100.0

区  分 

 前第１四半期会計期間  
 （自 平成21年９月１日  

  至 平成21年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30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（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取保証料  275,925  79.5  3,229  100.0  822,064  80.2

受取手数料  71,134  20.5  －  －  202,361  19.8

合計  347,059  100.0  3,229  100.0  1,024,426  100.0

中小企業信用機構㈱（8489）平成23年8月期第1四半期決算短信（非連結）

－10－



(２)保証残高 

  

 前第１四半期会計期間末  
（平成21年11月30日）  

当第１四半期会計期間末 
（平成22年11月30日）  

 第38期末 
（平成22年８月31日）  

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

 18,052,581  134,517  156,685
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