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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 1,262 16.2 400 81.9 409 68.0 397 ―
23年3月期第2四半期 1,085 5.8 219 199.4 243 165.3 △2,543 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 396百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,551百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 915.73 915.65
23年3月期第2四半期 △12,032.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 17,151 1,693 9.6
23年3月期 16,921 1,297 7.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,639百万円 23年3月期  1,243百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,664 19.9 682 106.4 700 95.7 681 ― 1,571.71



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 433,630 株 23年3月期 433,630 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 433,630 株 23年3月期2Q 211,407 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災による厳しい状況から徐々に持ち直す動きが

見られるものの、電力供給への不安、欧米の財政不安を背景とした円高の長期化など懸念すべき事項も多く、先行

き不透明な状況が続いております。 

 当社グループは金融サービスとアウトソーシングを融合させ、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。金融環境は一時の危機的な状況を脱しておりますが、震災による生産活動の停滞、個人消費の低迷など

の影響を受け、中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況となっております。 

このような環境の下、当社グループは震災復興も含めた中小企業の資金ニーズに迅速に対応できるよう、サー

ビス内容を一部改善し、事業の呼称を「C.Fダイレクト」事業から「フレックスペイメントサービス（ＦＰＳ）」

事業に変更して、中小企業に対して更なる資金繰り支援を行ってまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、取扱累計高66,047百万円（前年同四半期比17.1％

増）、営業収益1,262百万円（前年同四半期比16.2％増）、営業利益400百万円（前年同四半期比81.9％増）、経常

利益409百万円（前年同四半期比68.0％増）、四半期純利益397百万円（前年同四半期は四半期純損失2,543百万

円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ230百万円増加し、17,151百万円となりまし

た。これは主に買取債権の増加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1,379百万円であります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ165百万円減少し、15,458百万円となりました。これは主に金融機関

への有利子負債の返済によるものであります。 

 純資産については、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ396百万円増加し、1,693百万円となり

ました。 

 （連結キャッシュフローに関する定性的情報）  

 当第２四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、買取債権の増加及び 

金融機関への有利子負債の返済等により、前連結会計年度末に比べ636百万円減少し、2,242百万円となりまし

た。 

 当第２四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424百万円（前年同四半期比62.4％減）となりました。これは主に買取債権

の増加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）  

投資活動の結果使用した資金は１百万円（前年同四半期は177百万円の獲得）となりました。これは主に有

形固定資産の取得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210百万円（前年同期比52.1％減）となりました。これは主に金融機関への

有利子負債の返済によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年10月31日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,128,434 2,492,117

買取債権 11,655,790 12,760,983

売掛金 54,211 75,580

その他 284,474 37,298

流動資産合計 15,122,910 15,365,980

固定資産   

有形固定資産 613,648 572,027

無形固定資産 12,720 7,451

投資その他の資産   

長期未収入金 653,411 655,128

その他 518,637 551,374

投資その他の資産合計 1,172,048 1,206,503

固定資産合計 1,798,417 1,785,983

資産合計 16,921,327 17,151,963

負債の部   

流動負債   

短期借入金 15,200,900 15,084,900

1年内返済予定の長期借入金 94,400 －

未払法人税等 15,248 8,688

預り金 14,245 13,503

賞与引当金 16,706 24,052

その他 261,587 298,194

流動負債合計 15,603,087 15,429,339

固定負債   

その他 21,142 28,961

固定負債合計 21,142 28,961

負債合計 15,624,230 15,458,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,768,696 1,221,823

資本剰余金 4,876,077 －

利益剰余金 △8,397,003 423,034

株主資本合計 1,247,770 1,644,858

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,673 △5,194

その他の包括利益累計額合計 △4,673 △5,194

新株予約権 54,000 54,000

純資産合計 1,297,097 1,693,663

負債純資産合計 16,921,327 17,151,963



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 1,085,919 1,262,006

金融費用 176,225 158,377

販売費及び一般管理費 689,705 703,564

営業利益 219,988 400,064

営業外収益   

受取利息 841 263

受取地代家賃 23,029 10,014

その他 2,798 1,881

営業外収益合計 26,669 12,159

営業外費用   

賃貸費用 2,907 2,813

営業外費用合計 2,907 2,813

経常利益 243,750 409,409

特別利益   

賞与引当金戻入額 3,175 －

特別利益合計 3,175 －

特別損失   

減損損失 252,000 47,000

貸倒引当金繰入額 2,442,651 －

その他 90,303 3,343

特別損失合計 2,784,954 50,343

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,538,028 359,066

法人税、住民税及び事業税 4,720 3,679

法人税等調整額 995 △41,700

法人税等合計 5,716 △38,021

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,543,744 397,087

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,543,744 397,087



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,543,744 397,087

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,019 △521

その他の包括利益合計 △8,019 △521

四半期包括利益 △2,551,764 396,566

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,551,764 396,566



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,538,028 359,066

減価償却費 13,075 9,988

減損損失 252,000 47,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,441,843 △132

賞与引当金の増減額（△は減少） △166 7,346

受取利息及び受取配当金 △1,316 △786

有形固定資産売却損益（△は益） 88,531 －

買取債権の増減額(△は増加) △1,358,404 △1,105,192

未収入金の増減額（△は増加） － 247,444

長期営業債権の増減額(△は増加) 7,444 6,019

長期未収入金の増減額(△は増加) 24,699 △1,717

未払金の増減額（△は減少） 582 16,048

預り金の増減額（△は減少） △11,788 △741

前受収益の増減額（△は減少） 9,180 18,357

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,693 △1,076

その他 △57,808 △21,515

小計 △1,124,461 △419,892

利息及び配当金の受取額 1,316 786

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,505 △5,759

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,130,650 △424,865

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 － △10,099

有形固定資産の売却による収入 186,709 －

無形固定資産の取得による支出 △1,150 －

投資有価証券の取得による支出 △767 △203

子会社株式の取得による支出 △1,000 －

差入保証金の差入による支出 △3,679 △2,378

差入保証金の回収による収入 － 3,769

預り保証金の返還による支出 △2,156 △95

預り保証金の受入による収入 － 7,913

その他 4 42

投資活動によるキャッシュ・フロー 177,961 △1,051

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） △288,000 △116,000

長期借入金の返済による支出 △151,600 △94,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △439,600 △210,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,392,288 △636,316

現金及び現金同等物の期首残高 3,422,671 2,878,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,030,382 2,242,117



 該当事項はありません。 

  

 平成23年６月24日開催の第12期定時株主総会において、「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の

件」が承認可決され、平成23年７月29日にその効力が発生いたしました。この結果、資本金が3,546百万円、資本

準備金が4,876百万円それぞれ減少し、利益剰余金が8,422百万円増加しております。 

 以上により、当第２四半期連結会計期間末における資本金の額は1,221百万円、資本剰余金の額は０円となって

おりますが、株主資本合計の金額に著しい変動はありません。 

  

  

（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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