
株主の皆様へ

平成22年3月1日から平成22年8月31日まで

（証券コード：8787）

第20期　中間報告書

　株主の皆様におかれ
ましては、ますますご
清祥のこととお慶び申
し上げます。
　ここに第20期中間期
における営業の概況に
つきまして、ご報告申
し上げます。
　当中間期（平成22年
３月１日～平成22年８
月31日）におけるわが
国経済は、政府による
景気刺激策の効果一巡
や、円高による企業業
績の悪化懸念等、不透
明な状況が継続してお
ります。
　クレジットカード業界は、貸金業法が完全施行され、総
量規制によるキャッシング市場のさらなる縮小や、それに
伴う貸倒の増加懸念等により事業環境は予断を許さない状
況が続いております。
　このような状況において、当中間期の業績は次のとおり
であります。
　包括信用購入あっせん分野は、政策効果に加え、ユニー
株式会社の誕生40周年記念とのタイアップ企画等により取
扱高が好調に推移いたしました。その結果、取扱高は
198,088百万円（前年同期比10.1％増）、営業収益は4,249百
万円（前年同期比10.4％増）となりました。
　融資分野は、平成22年６月18日に貸金業法が完全施行さ
れたことにより取扱高が大幅に減少いたしました。その結
果、取扱高は12,548百万円（前年同期比37.2％減）、営業収
益は3,393百万円（前年同期比21.3％減）となりました。
　保険代理業分野は、アフラックショップやテレマーケ
ティングによる保険契約が増加する一方で、損害保険の代
理店収益率が減少いたしました。その結果、営業収益は
687百万円（前年同期比5.7％増）となりました。
　以上の結果、その他の収益と合わせ、営業収益合計は
8,839百万円（前年同期比4.8％減）となりました。
　営業費用は、与信管理および債権回収強化の結果、貸倒
関連費用が減少したことに加え、その他の費用についても
カード発行関連費用を中心にコスト削減を実施いたしまし
た。その結果、7,594百万円（前年同期比12.4％減）となり
ました。
　以上の結果、営業利益は1,244百万円（前年同期比101.8％
増）、経常利益は1,249百万円（前年同期比101.1％増）、中間
純利益は723百万円（前年同期比100.9％増）となりました。
　今後とも、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、よ
り一層の業績向上に取り組んでまいる所存でございますの
で、何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

山下　正行



中間財務諸表

■ 中間貸借対照表
（単位：千円） （単位：千円）

科　　目 前事業年度
（平成22年2月28日現在）

当中間期末
（平成22年8月31日現在）

科　　目 前事業年度
（平成22年2月28日現在）

当中間期末
（平成22年8月31日現在）

（資産の部） （負債の部）

流動資産

現金及び預金

割賦売掛金

営業貸付金

未収収益

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

投資その他の資産

貸倒引当金

102,733,919

5,405,761

45,459,616

39,286,386

1,146,015

14,346,184

2,580,304

△5,490,351

5,162,704

1,148,705

2,517,908

1,496,090

1,631,394

△135,304

106,156,644

4,887,985

52,510,060

33,740,537

1,207,929

16,543,361

2,710,769

△5,444,000

5,496,782

1,208,266

2,817,543

1,470,971

1,578,653

△107,681

流動負債 40,950,598 44,464,325

買掛金 24,375,971 29,197,719

短期借入金 8,160,000 6,260,000

一年内返済予定の長期借入金 5,000,000 5,000,000

役員賞与引当金 10,580 －

賞与引当金 63,000 79,000

ポイント引当金 860,000 1,418,000

その他 2,481,047 2,509,605

固定負債 51,015,188 50,817,407

長期借入金 47,900,000 47,900,000

利息返還損失引当金 2,923,000 2,720,000

その他 192,188 197,407

負債合計 91,965,786 95,281,733

（純資産の部）

株主資本 15,928,431 16,369,965

資本金 1,610,890 1,610,890

資本剰余金 2,001,890 2,001,890

利益剰余金 12,315,651 12,757,202

自己株式 － △16

評価・換算差額等 2,405 1,728

その他有価証券評価差額金 2,405 1,728

純資産合計 15,930,836 16,371,693

資産合計 107,896,623 111,653,426 負債及び純資産合計 107,896,623 111,653,426



営業収益

経常利益

中間（当期）純利益
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■ 中間損益計算書
（単位：千円）

科　　　　　目
前中間期
自　平成21年3月１日（至　平成21年8月31日）

当中間期
自　平成22年3月１日（至　平成22年8月31日）

営業収益 9,286,313 8,839,783

包括信用購入あっせん収益 3,849,958 4,249,749

個別信用購入あっせん収益 4,571 －

融資収益 4,310,533 3,393,861

融資代行収益 57,657 －

保険代理業収益 － 687,781

その他の収益 1,061,525 505,786

金融収益 2,066 2,604

営業費用 8,669,478 7,594,834

販売費及び一般管理費 8,114,859 7,039,725

金融費用 554,618 555,108

営業利益 616,835 1,244,948

営業外収益 4,494 4,309

営業外費用 70 29

経常利益 621,258 1,249,228

特別損失 8,443 16,756

税引前中間純利益 612,815 1,232,471

法人税等合計 252,544 508,805

中間純利益 360,271 723,666

■ 中間キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

科　　目
前中間期
自　平成21年3月１日（至　平成21年8月31日）

当中間期
自　平成22年3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 △733,404 2,639,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △657,643 △903,986

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,851,407 △2,241,465

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,599 △11,551

現金及び現金同等物の増減額 △5,256,055 △517,776

現金及び現金同等物の期首残高 9,949,250 5,405,761

現金及び現金同等物の中間期末残高 4,693,195 4,887,985



株式のご案内

ホームページのご紹介

事 業 年 度 毎年３月１日から翌年２月末日まで
定 時 株 主 総 会 毎年５月開催
基 準 日 定時株主総会　毎年２月末日

期末配当金　　毎年２月末日
そのほか必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およ
びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡下さい。
株主名簿管理人　および
特別口座の口座管理機関

大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号
事 務 取 扱 場 所 住友信託銀行株式会社　証券代行部
（郵便物送付先） 〒183－8701

東京都府中市日鋼町１番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ）  0120-176-417
インターネット（ホームページURL） http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に
口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご
照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
公 告 の 方 法 電子公告により行います。

http://www.ucscard.co.jp/company/ir/koukoku/index.html
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載する方法により行います。

上場証券取引所 大阪証券取引所（JASDAQ市場）

株主優待制度のご案内

株数 プレゼントポイント数
100～500株未満 250ポイント
500株以上 500ポイント

２月末時点の当社株主で、Uポイ
ントプラスプログラム対象カード
をお持ちの方に、株数に応じてU
ポイントをプレゼントいたします。
（株主優待制度への、毎年の申し込
みが必要となります。）

ホームページアドレス
http://www.ucscard.co.jp/
当社のホームページでは株主・投
資家の皆様に対して、企業情報や
財務情報をはじめとした、情報開
示を行っています。当社をよりご
理解いただくためにもぜひアクセ
スして下さい。


