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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

（注）当社は、当事業年度より、第１四半期の業績開示を行っているため、22 年９月期第1四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(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）

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 ％

23年9月期第1四半期 712 ― 415 ― 372 ― 208 ―

22年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年9月期第1四半期 169.46 159.48
22年9月期第1四半期 ― ―

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

23年9月期第1四半期 2,451 1,607 65.6 1,305.79
22年9月期 2,366 1,553 65.6 1,261.40

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  1,607百万円 22年9月期  1,553百万円

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9月期 ― 0.00 ― 125.00 125.00
23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

0.00 ― 125.00 125.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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  無  
 

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

第2四半期 
(累計)

891 0.7 430 △15.3 373 △22.8 211 △24.7 171.56

通期 1,851 14.2 900 9.5 834 7.9 471 6.1 383.12

FPG22
新規スタンプ



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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） 

（注）当社は、当事業年度より、第１四半期の業績開示を行っているため、22 年９月期第1四半期の期中平均株式数については記載しておりません。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.４「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9月期1Q 1,231,300株 22年9月期  1,231,300株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  76株 22年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 1,231,249株 22年9月期1Q  ―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の対象外であり、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は終了しておりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】Ｐ.３「業績予想に関する定性的情報」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  

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、景気の持ち直し傾向がみられたものの、

急速な円高の進行等により、先行きに不透明さがあり、また失業率が高水準にある等、依

然として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、当社は人員の増強を行うこと等により、販売能力の向上を

図るとともに、タックス・リース・アレンジメント事業における組成能力の向上を図りま

した。特に販売面につきましては、新規投資家・紹介者の継続的な獲得に努める一方で、

従来の顧客紹介契約と比較してインセンティブを強化した契約形態の導入を行う等、販売

ネットワークの強化に努めました。さらに金融商品取引法はじめ各種関連法令の遵守体制

や内部統制の継続的な強化に努めました。  

 また金融機関とのコミットメントライン契約について、当第１四半期累計期間におい

て、資金調達枠を従来の15億円から30億円に増額したことから、タックス・リース・アレ

ンジメント事業における資金調達力が強化され、より多額のリース物件の組成が可能とな

りました。 

 各種施策の結果、当第１四半期累計期間において、タックス・リース・アレンジメント

事業におけるオペレーティング・リース事業の組成金額は11,120百万円と好調に推移しま

した。また、当社のオペレーティング・リース事業への投資家となる国内中小法人の経営

環境は依然として厳しい状況であるものの、オペレーティング・リース事業に対する需要

は底堅く、匿名組合契約に基づく権利の販売額は5,088百万円と好調に推移しました。 

 なお、当社は、顧客となる投資家に対して、 適な金融商品を提供する企業理念のも

と、タックス・リース・アレンジメント事業を遂行することで、業容を拡大してまいりま

したが、一方、中長期的戦略として、取扱商品の拡大を行い、多様な金融商品を提供する

ワンストップ型ファイナンシャルサービス業の実現を目指してまいりました。 

 当第１四半期累計期間より、保険仲立人業及び事業承継対策としてのＭ＆Ａ仲介業務を

開始しており、平成22年９月より業務を開始した銀行代理業とあわせ、ワンストップ型フ

ァイナンシャルサービス業の実現に一歩前進いたしました。    

 以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は712百万円、売上総利益は581百万

円となり、販売費及び一般管理費は166百万円、営業利益は415百万円となりました。また

コミットメントライン契約に基づくシンジケートローン支払手数料など営業外費用53百万

円を計上したこと等により、経常利益は372百万円、法人税等を控除した四半期純利益は

208百万円となりました。    

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて84百万円増加し、2,451百

万円となりました。 

 これは主に、匿名組合契約に基づく権利の一時的な立替取得額が減少したことにより、

当該匿名組合契約に基づく権利を計上する商品出資金が890百万円減少したものの、当該

商品出資金を投資家に販売（地位譲渡）したことによる資金の増加等により、現金及び預

金が1,025百万円増加したためであります。 

 負債合計は前事業年度末に比べて30百万円増加し、843百万円となりました。 

 これは主に、前事業年度末に比べ、短期借入金が475百万円となった一方で、納税等に

より未払法人税等が289百万円減少したことや、前受金が226百万円減少したことによるも

のであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて54百万円増加し1,607百万円となりました。これ

は、前事業年度末を基準日とする配当の実施により153百万円の減少があった一方で、四

半期純利益208百万円を計上したことによるものであります。   

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて1,025

百万円増加し、1,508百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は767百万円となりました。 

 これは主に、法人税等の支払額367百万円及び前受金の減少226百万円があったものの、

税引前四半期純利益366百万円の計上に加え、投資家に対する一時的な立替取得額が前事

業年度末に比べ減少したことから、商品出資金の減少による資金収入が890百万円あった

ためです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は17百万円となりました。 

 これは、オペレーティング・リース事業を行うＳＰＣとして利用するため等の子会社株

式の取得による支出10百万円及び有形固定資産の取得による支出６百万円があったためで

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は275百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払額143百万円、コミットメントライン契約の締結によるシン

ジケートローン手数料の支払額50百万円があったものの、短期借入金の増加による収入

475百万円があったためです。   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年10月26日に公表いたしました業績

予想に変更はございません。  

 なお、平成23年９月期第１四半期の業績は、平成23年９月期の業績予想の第２四半期

（累計）に対して高い進捗率となりましたが、これは第２四半期に販売を見込んでいた匿

名組合契約に基づく権利を前倒しで販売したためです。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ① 簡便な会計処理 

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 ② 四半期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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。 

 これにより、営業利益及び経常利益は938千円減少し、税引前四半期純利益は7,300千円減少

しております。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20,542千円であ

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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,508,915 482,956

売掛金 5,835 2,564

貯蔵品 1,565 990

商品出資金 515,000 1,405,662

繰延税金資産 13,177 89,896

その他 64,450 71,328

流動資産合計 2,108,943 2,053,399

固定資産   

有形固定資産 108,935 92,623

無形固定資産 3,027 3,399

投資その他の資産 230,572 217,436

繰延税金資産 24,654 21,683

その他 205,917 195,752

固定資産合計 342,534 313,458

資産合計 2,451,478 2,366,858

負債の部   

流動負債   

買掛金 30,169 945

短期借入金 475,000 －

1年内返済予定の長期借入金 27,511 28,180

未払法人税等 85,693 374,978

前受金 49,967 276,264

賞与引当金 10,762 －

その他 135,569 119,255

流動負債合計 814,673 799,623

固定負債   

長期借入金 8,497 14,069

資産除去債務 20,593 －

固定負債合計 29,090 14,069

負債合計 843,764 813,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 332,905 332,905

資本剰余金 282,905 282,905

利益剰余金 992,093 937,355

自己株式 △190 －

株主資本合計 1,607,714 1,553,165

純資産合計 1,607,714 1,553,165

負債純資産合計 2,451,478 2,366,858
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 712,148

売上原価 130,405

売上総利益 581,743

販売費及び一般管理費 166,154

営業利益 415,589

営業外収益  

受取利息 9,387

為替差益 10

その他 1,279

営業外収益合計 10,677

営業外費用  

支払利息 3,694

支払手数料 49,578

営業外費用合計 53,272

経常利益 372,994

特別損失  

固定資産除却損 127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,362

特別損失合計 6,490

税引前四半期純利益 366,504

法人税、住民税及び事業税 84,105

法人税等調整額 73,748

法人税等合計 157,853

四半期純利益 208,650
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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１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22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 366,504

減価償却費 5,323

固定資産除却損 127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,362

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,762

受取利息 △9,387

支払利息 3,694

為替差損益（△は益） △9

売上債権の増減額（△は増加） △3,271

貯蔵品の増減額（△は増加） △574

商品出資金の増減額（△は増加） 890,662

仕入債務の増減額（△は減少） 29,224

前受金の増減額（△は減少） △226,296

その他 56,831

小計 1,129,952

利息の受取額 9,387

利息の支払額 △3,870

法人税等の支払額 △367,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,736

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 △6,893

子会社株式の取得による支出 △10,165

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,058

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） 475,000

長期借入金の返済による支出 △6,241

配当金の支払額 △143,297

シンジケートローン手数料の支払額 △50,000

自己株式の取得による支出 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー 275,271

現金及び現金同等物に係る換算差額 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,025,958

現金及び現金同等物の期首残高 482,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,508,915
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  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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