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平成１８年３月期   個別財務諸表の概要 
上 場 会 社 名         株式会社 武富士                             平成１８年４月２６日 
コ ー ド 番 号           ８５６４                                  上場取引所           東 
（ＵＲＬ  http://www.takefuji.co.jp ）                      本社所在都道府県      東京都 
代  表  者  代表取締役兼社長執行役員  近藤 光 
問合せ先責任者  執行役員広報部担当     松永 巽   ＴＥＬ ( ０３ )３３６５－８０３０ 
決算取締役会開催日 平成１８年４月２６日         中間配当制度の有無            有 
配当支払開始予定日 平成１８年６月３０日         定時株主総会開催日 平成１８年６月２９日 
単元株制度採用の有無  有(１単元１０株) 
 
１． 18 年３月期の業績(平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日) 
(1)経営成績  ［本個別財務諸表の概要中の金額は、百万円未満を四捨五入、１株当たり情報は銭未満を   

四捨五入しております。］ 

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18 年３月期 
17 年３月期 

349,766   (△2.0)
356,825   (△6.4)

86,817   (△24.3)
114,706   (△ 5.6)

89,766  (△23.8)
117,773  (△14.4)

 
 

当 期 純 利 益 
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

株 主 資 本 

当期純利益率 
総 資 本 

経常利益率 
営 業 収 益

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年３月期 
17 年３月期 

39,080  (△41.4) 
66,711  (△10.3) 

277  42 
473  63

269  78 
460  57

4.0 
7.2

4.9 
6.1 

25.7
33.0

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期 140,706,045株 17 年３月期 140,722,997株 
 ②会計処理の方法の変更 無    
 ③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 
17 年３月期 

230  00 
100  00 

115  00
50  00

115  00 
50  00 

32,362 
14,071 

82.9 
21.1 

3.3 
1.5 

 
(3)財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年３月期 
17 年３月期 

1,780,265 
1,913,832 

969,250 
964,956 

54.4 
50.4 

6,888  16 
6,857  52 

(注) ①期末発行済株式数 18 年３月期 140,706,025株 17年３月期 140,706,055 株 
 ②期末自己株式数 18 年３月期 6,589,175 株 17年３月期 6,589,145 株 
 
２．19 年３月期の業績予想(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 

 営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

175,900 
349,800 

67,800 
115,500 

40,100 
68,300 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  485 円 09 銭 

(注) 中間配当金及び期末配当金は、業績等を考慮して決定する予定でおります。 
 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。 
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１【財務諸表等】 

（1）【貸借対照表】 

  
前事業年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 66,660  54,972

２．営業貸付金 
※
1,2,10 

1,568,725  1,540,046

３．割賦売掛金  357  494

４．有価証券  －  5

５．貯蔵品  214  371

６．前払費用  1,044  900

７．未収営業貸付金利息  12,113  12,305

８．短期貸付金  84,988  40,000

９．未収入金  640  1,595

10．預託金  13,167  19,615

11．繰延税金資産  24,565  19,489

12．その他  652  441

貸倒引当金  －137,000  －150,430

流動資産合計  1,636,126 85.5  1,539,805 86.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※５  

（1）建物 ※１ 8,817  7,743

（2）構築物 ※１ 1,412  1,258

（3）車両及び運搬具  43  25

（4）器具及び備品  5,279  5,084

（5）土地 ※１ 40,279  23,132

（6）建設仮勘定  1,147  －

有形固定資産合計  56,977 3.0  37,241 2.1
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前事業年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

２．無形固定資産   

（1）借地権  503  503

（2）ソフトウェア  3,664  4,214

（3）電話加入権  744  744

（4）その他  401  306

無形固定資産合計  5,312 0.3  5,767 0.3

３．投資その他の資産   

（1）投資有価証券  59,420  28,361

（2）関係会社株式  72,767  38,433

（3）出資金 ※９ －  542

（4）長期前払費用  700  889

（5）投資不動産  727  497

（6）敷金及び保証金  6,454  6,421

（7）長期預託金  －  31,058

（8）繰延税金資産  －  17,139

（9）その他  54  1,419

投資その他の資産合計  140,123 7.3  124,760 7.0

固定資産合計  202,411 10.6  167,769 9.4

Ⅲ 繰延資産   

１．社債発行差金  75,296  72,692

繰延資産合計  75,296 3.9  72,692 4.1

資産合計  1,913,832 100.0  1,780,265 100.0
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前事業年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．関係会社短期借入金  14,250  14,250

２．一年内償還予定社債  30,000  68,000

３．一年内返済予定長期借
入金 

※１ 77,305  113,986

４．関係会社一年内返済予
定長期借入金 

※１ 20,020  －

５．未払金  4,594  5,443

６．未払費用  6,884  5,923

７．未払法人税等  16,690  26,871

８．預り金  314  311

９．前受収益  2,812  2,816

10．賞与引当金  886  753

11．利息返還損失引当金  －  22,500

12．その他  119  114

流動負債合計  173,874 9.1  260,966 14.7

Ⅱ 固定負債   

１．社債  356,567  228,567

２．長期借入金 ※１ 171,064  305,304

３．関係会社長期借入金 ※１ 217,957  －

４．長期未払金 ※９ 213  19

５．繰延税金負債  12,160  －

６．退職給付引当金  2,612  3,056

７．役員退職慰労引当金  74  104

８．長期前受収益  13,933  11,184

９．その他  423  1,815

固定負債合計  775,002 40.5  550,049 30.9

負債合計  948,877 49.6  811,015 45.6
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前事業年度末 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※７ 30,478 1.6  30,478 1.7

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  52,263 52,263 

資本剰余金合計  52,263 2.7  52,263 2.9

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  7,619 7,619 

２．任意積立金   

（1）別途積立金  821,961 874,961 

３．当期未処分利益  72,371 35,173 

利益剰余金合計  901,951 47.1  917,753 51.6

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 21,039 1.1  9,532 0.5

Ⅴ 自己株式 ※８ －40,776 －2.1  －40,776 －2.3

資本合計  964,956 50.4  969,250 54.4

負債・資本合計  1,913,832 100.0  1,780,265 100.0
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（2）【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益   

１．営業貸付金利息  347,474  341,463

２．総合斡旋収益  50  66

３．その他の金融収益   

（1）預金利息  144 498 

（2）貸付金利息  0 5 

（3）その他  － 144 184 687

４．その他の営業収益   

（1）償却債権及び同利息
回収額 

 8,213 6,559 

（2）不動産賃貸料  859 849 

（3）その他  85 9,157 143 7,551

営業収益合計  356,825 100.0  349,766 100.0
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅱ 営業費用   

１．金融費用   

（1）支払利息  10,522 9,470 

（2）社債利息  12,127 10,252 

（3）その他  1,227 23,876 1,145 20,867

２．その他の営業費用   

（1）広告宣伝費  6,471 12,289 

（2）貸倒引当金繰入額  124,907 121,934 

（3）利息返還損失引当金
繰入額 

 － 22,500 

（4）過払請求返還金  － 18,699 

（5）給料賞与  19,166 16,750 

（6）賞与引当金繰入額  886 753 

（7）退職給付費用  700 894 

（8）役員退職慰労引当金
繰入額 

 30 30 

（9）人材派遣費  1,439 1,202 

（10）法定福利費及び福利
厚生費 

 2,597 2,297 

（11）賃借料  7,742 7,343 

（12）減価償却費  3,379 3,385 

（13）支払手数料  10,243 10,438 

（14）通信費  6,007 5,422 

（15）保険料  14,957 10,049 

（16）その他  19,722 218,243 8,097 242,082

営業費用合計  242,119 67.9  262,948 75.2

営業利益  114,706 32.1  86,817 24.8
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅲ 営業外収益   

１．受取配当金  454 427 

２．受取保険配当金  17 129 

３．投資利益  2,697 1,058 

４．為替差益  177 1,189 

５．雑収入  249 3,593 1.0 274 3,077 0.9

Ⅳ 営業外費用   

１．社債発行費  220 － 

２．固定資産除売却損  249 76 

３. 支払オプション料  － 47 

４．雑損失  58 526 0.1 5 128 0.0

経常利益  117,773 33.0  89,766 25.7

Ⅴ 特別利益   

１．投資有価証券売却益  3,804 28,264 

２．役員退職慰労引当金戻
入益 

 212 4,017 1.1 － 28,264 8.1

Ⅵ 特別損失   

１．有価証券償還損  7,254 － 

２．投資有価証券評価損  78 29 

３．関係会社株式評価損  1,031 34,335 

４．社債償還損  － 2,418 

５．減損損失 ※２ － 18,749 

６．その他  － 8,363 2.3 327 55,857 16.0

税引前当期純利益  113,426 31.8  62,173 17.8

法人税、住民税及び事業
税 

 40,115 49,526 

還付法人税等  － －10,043 

法人税等調整額  6,600 46,715 13.1 －16,390 23,093 6.6

当期純利益  66,711 18.7  39,080 11.2

前期繰越利益  12,695  12,274

中間配当額  7,035  16,181

当期未処分利益  72,371  35,173
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（3）【利益処分計算書（案）】 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   72,371  35,173 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  7,035  16,181  

２．役員賞与金  62  45  

３．任意積立金      

（1）別途積立金  53,000 60,097 1,000 17,226 

Ⅲ 次期繰越利益   12,274  17,947 
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

（1）子会社株式及び関連会社株式……同左 

（2）その他有価証券 （2）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（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

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 時価のないもの……同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品については最終仕入原価法による原価法によ

っております。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

定率法によっております。ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。 

同左 

建物      15年～50年 

構築物     10年～30年 

器具及び備品  ４年～15年 

 

（2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフ

トウェアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

同左 

４．繰延資産の処理方法 ４．繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として計上してお

ります。 

社債発行差金は、社債償還日までの期間に対応して

償却しております。 

社債発行差金は、社債償還日までの期間に対応して

償却しております。 

５．引当金の計上基準 ５．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

（延滞日数30日以内の債権）については貸倒実績

率により、延滞債権等特定の債権については、信

用リスクのランクごとに区分して、過去の一定の

算定期間における貸倒実績等により回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

同左 

（2）賞与引当金 （2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

同左 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（3）       ―――――― （3）利息返還損失引当金 

 利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息部分

の顧客からの返還請求に備えるため、当事業年度

末における将来の返還請求発生見込額を計上して

おります。 

 （追加情報） 

 利息返還損失引当金は、平成18年１月13日及び１

月19日に「貸金業の規制等に関する法律」第43条・

みなし弁済規定の適用に係る最高裁判決が出され

たことに伴い、顧客からの利息制限法の上限金利

を超過して支払った利息の返還請求額の重要性が

増してきたため、当事業年度末より計上すること

といたしました。 

この結果、従来の会計処理に比べ、その他の営業

費用が22,500百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少してお

ります。 

（4）退職給付引当金 （4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

数理計算上の差異は、全額翌事業年度に費用処理

することとしております。 

同左 

（5）役員退職慰労引当金 （5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく事業年度末要支給額を計上しております。 

同左 

６．営業貸付金利息の計上基準 ６．営業貸付金利息の計上基準 

営業貸付金利息は発生基準により計上しておりま

す。 

なお、営業貸付金に係る未収利息については、利息

制限法の上限利率と約定利率とのいずれか低い方に

より計上しております。 

同左 

７．リース取引の処理方法 ７．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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。 

同左 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

８．ヘッジ会計の方法 ８．ヘッジ会計の方法 

社債及び借入金の支払利息に係る金利変動リスク及

び為替変動リスクのヘッジを目的にデリバティブ取

引を行っており、通貨・金利スワップ取引について

は全て金利スワップの特例処理及び振当処理を適用

しております。 

社債及び借入金の支払利息に係る金利変動リスク及

び為替変動リスクのヘッジを目的にデリバティブ取

引を行っており、繰延ヘッジ処理を適用しておりま

す。また、通貨・金利スワップ取引については全て

金利スワップの特例処理及び振当処理を適用してお

ります。 

ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評

価しております。ただし、特例処理によっているス

ワップについては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の処理方法 （1）消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっておりま

す。 

同左 

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）が、当事業年度から適用されることになっ

たことに伴い、当事業年度より同会計基準及び同会計指

針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10百万円増加し、税引前当期純利益は18,739百万

円減少しております。 

また、連結子会社（㈱テイクワン）においてゴルフ場を

減損処理したことに伴い、同社株式を評価減することに

よる「関係会社株式評価損」を特別損失として計上した

ため、税引前当期純利益は34,334百万円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表関係） （貸借対照表関係） 

前事業年度まで投資その他の資産の「出資金」として表

示しておりました投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（当事業年度末残高1,780百万円）は、平

成16年12月１日施行の「証券取引法等の一部を改正する

法律」（平成16年６月９日法律第97号）により、当事業

年度から「投資有価証券」に含めて表示しております。

また、これに伴い、前事業年度まで区分掲記しておりま

した「出資金」（当事業年度末残高０百万円）は、金額

的重要性が乏しくなったため、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

前事業年度において投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました出資金は、金額的重要性が増し

たため、当事業年度より「出資金」として区分掲記して

おります。なお、前事業年度の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている出資金は０百万円であります。 

―――――― （損益計算書関係） 

 前事業年度までその他の営業費用の「その他」に含めて

表示しておりました過払請求返還金は、その他の営業費

用の５％を超えたため、当事業年度より「過払請求返還

金」として区分掲記しております。なお、前事業年度の

その他の営業費用の「その他」に含まれている過払請求

返還金は10,981百万円であります。 
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注記事項 

貸借対照表関係 

前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※１．担保に供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。 
  

担保提供資産 

現金及び預金 3,032百万円

営業貸付金 395,875  

建物 4,966  

構築物 17  

土地 18,904  

計 422,794  

  

対応する債務  

一年内返済予定長期借入金 17,023百万円

関係会社一年内返済予定長期

借入金 
20,020

 

長期借入金 5,575  

関係会社長期借入金 217,957  

計 260,575  
  

  
担保提供資産 

営業貸付金 299,312百万円

建物 3,496  

構築物 13  

土地 12,688  

計 315,509  

  

  

対応する債務  

一年内返済予定長期借入金 39,134百万円

長期借入金 185,723  

計 224,857  
  

上記のほか、要求があれば営業貸付金20,260百万

円を長期借入金（一年内返済予定を含む）16,763

百万円の担保として提供する契約をしておりま

す。また、関係会社株式15百万円について株式買

取オプションが付されております。 

上記金額は、信託を利用した営業貸付金の流動化

に係るもの（営業貸付金297,132百万円、長期借入

金（一年内返済予定を含む）217,957百万円）を含

んでおります。 

なお、上記のほか、要求があれば営業貸付金12,320

百万円を長期借入金（一年内返済予定を含む）

9,000百万円の担保として提供する契約をしてお

ります。 

※２．営業貸付金1,568,725百万円は全て個人向け無担

保貸付金であります。 

※２．営業貸付金1,540,046百万円は全て個人向け無担

保貸付金であります。 

 ３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した

額（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利

用限度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うこと

ができる契約となっております。同契約に係る利

用限度額の融資未実行残高は、426,479百万円であ

ります。このうちには、当事業年度末に残高のな

い顧客に対するものが259,400百万円含まれてお

ります。この利用限度額については顧客の信用度

合いにより当社が任意に増減することができるも

のであり、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社の将来のキャッシュ・フローに重要な影響を与

えるものではありません。 

 ３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した

額（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利

用限度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うこと

ができる契約となっております。同契約に係る利

用限度額の融資未実行残高は、404,304百万円であ

ります。このうちには、当事業年度末に残高のな

い顧客に対するものが243,407百万円含まれてお

ります。この利用限度額については顧客の信用度

合いにより当社が任意に増減することができるも

のであり、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社の将来のキャッシュ・フローに重要な影響を与

えるものではありません。 
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前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

 ４．借入金の一部に関し、長期借入枠コミットメント

による借入を行っております。この契約による借

入枠は150,000百万円及び1,000百万米ドル相当円

貨額であり、当事業年度末の借入実行残高は

129,929百万円及び500百万米ドル相当円貨額、借

入未実行残高は20,071百万円及び500百万米ドル

相当円貨額であります。 

 ４．借入金の一部に関し、長期借入枠コミットメント

による借入を行っております。この契約による借

入枠は3,500百万米ドル相当円貨額であり、当事業

年度末の借入実行残高は1,814百万米ドル相当円

貨額、借入未実行残高は1,686百万米ドル相当円貨

額であります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計額32,128百万円が控

除されております。 

※５．有形固定資産の減価償却累計額33,944百万円が控

除されております。 

 ６．       ――――――  ６．社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

 
  

第二回７年物無担保普通社債 30,000百万円

第四回７年物無担保普通社債 30,000百万円
    

※７．授権株数     普通株式 430,000千株

発行済株式総数  普通株式 147,295千株
  

  
※７．授権株数     普通株式 430,000千株

発行済株式総数  普通株式 147,295千株
  

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

6,589,145株であります。 

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

6,589,175株であります。 

※９．当社の出資に係る匿名組合の持分を適正に評価す

るために、当社の負担すべき投資損失額1,222百万

円のうち1,030百万円を出資金から直接控除し、出

資金を超過した投資損失額192百万円は長期未払

金に含めて表示しております。 

※９．       ―――――― 

※10．不良債権の状況 ※10．不良債権の状況 
  

破綻先債権 520百万円
  

  
破綻先債権 1,115百万円

  
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込がないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金のうち、破産債権、更

生債権その他これらに準ずる債権であります。

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込がないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金のうち、破産債権、更

生債権その他これらに準ずる債権であります。
  

延滞債権 55,961百万円
  

  
延滞債権 64,072百万円

  
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込がないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金のうち、破綻先債権に

該当しないものであります。 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して

いることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込がないものとして未収利息

を計上しなかった貸付金のうち、破綻先債権に

該当しないものであります。 

※当事業年度より、破綻先債権に該当しない180

日超の延滞債権について未収利息を計上しない

こととしたことから、該当金額を記載しており

ます。なお、従来は180日超の延滞債権に係る未

収利息に対して同額の貸倒引当金を設定してお

りました。 

 

  
３か月以上延滞債権 21,810百万円

  

  
３か月以上延滞債権 24,890百万円

  
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３

か月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及

び延滞債権に該当しないものであります。 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３

か月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及

び延滞債権に該当しないものであります。 
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前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

  
貸出条件緩和債権 113,287百万円※

  

  
貸出条件緩和債権 105,153百万円※

  
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して金利の減免等債務者に有利となる取決めを

行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して金利の減免等債務者に有利となる取決めを

行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。 

※なお、113,287百万円の内には、延滞日数が０

日から30日までのものが106,163百万円含ま

れております。 

※なお、105,153百万円の内には、延滞日数が０

日から30日までのものが98,819百万円含まれ

ております。 

 11．配当制限  11．配当制限 

（1）商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

21,039百万円であります。 

（1）商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

9,532百万円であります。 

（2）借入金のうち298,442百万円及び社債のうち

58,567百万円には、財務制限条項がついており、

特定の条項に抵触した場合、その条項に該当す

る借入先に対し借入金を一括返済、社債は一括

償還することになっております。当該条項のう

ち配当支払いに関するものは以下のとおりであ

ります。（複数ある場合は、条件の厳しい方を

記載しております。） 

（2）借入金のうち52,836百万円及び社債のうち

58,567百万円には、財務制限条項がついてお

り、特定の条項に抵触した場合、その条項に該

当する借入先に対し借入金を一括返済、社債は

一括償還することになっております。当該条項

のうち配当支払いに関するものは以下のとお

りであります。（複数ある場合は、条件の厳し

い方を記載しております。） 

 ① 連結自己資本が250,000百万円を下回った場

合 

 ① 連結自己資本が250,000百万円を下回った場

合 

 ② 連結自己資本比率が20％を下回った場合  ② 連結自己資本比率が20％を下回った場合 

 ③ 偶発債務年間増加額が連結当期純利益内部留

保額の75％を上回った場合 

 ③ 偶発債務年間増加額が連結当期純利益内部留

保額の75％を上回った場合 

また、上記の他2034年満期ユーロ円建無担保普

通社債120,000百万円について、一定の事由が生

じた場合、期限前で償還請求するオプションが、

社債権者に対し付与されております。当該条項

のうち配当支払いに関するものは以下のとおり

であります。 

また、上記の他2034年満期ユーロ円建無担保普

通社債120,000百万円について、一定の事由が生

じた場合、期限前で償還請求するオプションが、

社債権者に対し付与されております。当該条項

のうち配当支払いに関するものは以下のとおり

であります。 

 ① 有形純資産が350,000百万円を下回った場合

（連結及び個別） 

 ① 有形純資産が350,000百万円を下回った場合

（連結及び個別） 

 ② 有形純資産を基礎とした自己資本比率が25％

を下回った場合（連結及び個別） 

 ② 有形純資産を基礎とした自己資本比率が25％

を下回った場合（連結及び個別） 

 ③ 偶発債務年間増加額が連結当期純利益内部留

保額の75％を上回った場合 

 ③ 偶発債務年間増加額が連結当期純利益内部留

保額の75％を上回った場合 

なお、有形純資産とは、自己資本から繰延資産、

繰延税金資産等の無形資産を控除したものであ

ります。 

なお、有形純資産とは、自己資本から繰延資産、

繰延税金資産等の無形資産を控除したものであ

ります。 
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損益計算書関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりであります。 

 １．金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりであります。 

（1）営業収益として表示した金融収益 （1）営業収益として表示した金融収益 

関係会社に係る貸付金利息及び受取配当金、投

資有価証券受取配当金及び利息等を除くすべて

の金融収益 

同左 

（2）営業費用として表示した金融費用 （2）営業費用として表示した金融費用 

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を除

くすべての金融費用 

同左 

※２．       ―――――― ※２．減損損失 

 当社においては、事業用資産については事業を基

礎とし、賃貸不動産及び遊休資産については、そ

れぞれ個別物件単位でグルーピングしておりま

す。 

 遊休資産については、継続的な地価の下落等によ

り、また、一部の賃貸不動産については、著しい

収益性の悪化及び継続的な地価の下落等があった

ため、当事業年度において帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額18,749百万円を減損損

失として特別損失に計上いたしました。 

 減損損失の内訳は、建物257百万円、構築物４百万

円、土地17,111百万円、建設仮勘定1,147百万円、

投資不動産230百万円であります。 

 また、用途、種類及び場所ごとの減損損失の内訳

は、以下のとおりであります。 

 
 

用途 種類 場所 
減損損失
(百万円)

土地 軽井沢 243

投資不動産 青森六戸 230

遊休資産 

土地、建物 奄美大島他６物件 242

   715

   

土地 神戸三宮 7,002

土地、建設仮勘定 麹町 4,244

土地 池袋 2,659

土地、建物、構築物 駒込 1,936

土地、建物、構築物 千葉 1,331

賃貸不動産

土地、建物、構築物 神田他５物件 861

   18,034

   

合計   18,749

 なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額

によっており、賃貸不動産の回収可能価額は、正

味売却価額と使用価値のいずれか高い価額として

おります。正味売却価額は不動産鑑定士による鑑

定評価額を使用し、使用価値は将来キャッシュ・

フローを6.1％で割り引いて算定しております。 
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リース取引関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 5,088 3,753 1,334

合計 5,088 3,753 1,334

  

  

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

器具及び備品 2,586 2,057 528

合計 2,586 2,057 528

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

（注）         同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 806百万円

１年超 529 

合計 1,334 
  

  
１年内 387百万円

１年超 141 

合計 528 
  

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）         同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  
支払リース料 
（減価償却費相当額） 

1,319百万円

  

  
支払リース料 
（減価償却費相当額） 

802百万円

  
４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 
有価証券関係 

前事業年度末及び当事業年度末における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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税効果会計関係 

前事業年度末 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

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 
  
流動資産－繰延税金資産 

営業貸付金 7,739百万円

未収営業貸付金利息 4,142 

貸倒引当金 8,867 

未払事業税 3,076 

賞与引当金 359 

その他 382 

 24,565 

固定資産－繰延税金資産  

投資有価証券 408 

関係会社株式 415 

退職給付引当金 1,036 

その他 302 

 2,161 

固定負債－繰延税金負債  

その他有価証券評価差

額金 
－14,321 

繰延税金資産の純額 12,405 
  

  
流動資産－繰延税金資産

営業貸付金 6,386百万円

未収営業貸付金利息 3,789 

貸倒引当金 5,774 

利息返還損失引当金 864 

未払事業税 2,142 

賞与引当金 305 

その他 230 

 19,489 

固定資産－繰延税金資産  

有形固定資産 7,516 

投資有価証券 363 

関係会社株式 14,323 

退職給付引当金 1,238 

その他 187 

 23,627 

固定負債－繰延税金負債  

その他有価証券評価差

額金 
－6,488 

繰延税金資産の純額 36,628 
  

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

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため、記載を省略しております。 

  
法定実効税率 40.5％

（調整） 

還付法人税等 －16.1

過年度税金更正 11.1

その他 1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.1
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１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 6,857.52円

１株当たり当期純利益金額 473.63円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
460.57円

  

  
１株当たり純資産額 6,888.16円

１株当たり当期純利益金額 277.42円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
269.78円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 66,711 39,080 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 62 45 

（うち利益処分による役員賞与金） （62） （45）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 66,650 39,035 

普通株式の期中平均株式数（千株） 140,723 140,706 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 3,989 3,989 

（うち新株予約権） （3,989） （3,989）

 
重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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２【営業の実績】 

（1）【営業収益の内訳】 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
増  減 

 種類別 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

増減率 
（％） 

営業貸付
金利息 

無担保ローン 347,474 97.4 341,463 97.6 －6,011 －1.7

総合斡旋
収益 

クレジットカード 50 0.0 66 0.0 16 31.9

その他の
金融収益 

預金利息 144 0.0 498 0.1 354 245.9

 貸付金利息 0 0.0 5 0.0 5 3,656.9

 その他 － － 184 0.1 184 －

 小計 144 0.0 687 0.2 543 376.6

その他の
営業収益 

償却債権及び同利息
回収額 

8,213 2.3 6,559 1.9 －1,654 －20.1

 不動産賃貸収入 859 0.3 849 0.3 －10 －1.1

 その他 85 0.0 143 0.0 58 67.8

 小計 9,157 2.6 7,551 2.2 －1,606 －17.5

合計 356,825 100.0 349,766 100.0 －7,059 －2.0

（注） その他の営業収益の「その他」は、主に受取手数料等であります。 
 

（2）【その他の指標】 

 
区分 

前事業年度末 
(平成17年３月31日現在)

当事業年度末 
(平成18年３月31日現在) 増減 増減率 ％

営業貸付金残高（百万円） 1,568,725 1,540,046 －28,678 －1.8

 無担保ローン 1,568,725 1,540,046 －28,678 －1.8

 担保ローン － － － －

割賦売掛金残高（百万円） 357 494 137 38.3

口座数（口） 2,442,560 2,322,917 －119,643 －4.9

 無担保ローン 2,442,560 2,322,917 －119,643 －4.9

 担保ローン － － － －

クレジットカード会員数（人） 218,957 254,665 35,708 16.3

店舗（店） 1,893 1,898 5 0.3

 通常店舗（店） 528 523 －5 －0.9

 無人店舗（店） 1,364 1,364 － －

 インターネット店舗（店） 1 1 － －

 スピード無人受付機（店） － 10 10 －

無人契約機（￥enむすび）（台） 1,893 1,888 －5 －0.3

現金自動設備（台） 38,220 45,450 7,230 18.9

 自社設置分（台） 2,029 2,025 －4 －0.2

 提携分（台） 36,191 43,425 7,234 20.0

従業員数（人） 3,476 3,171 －305 －8.8

貸倒償却額（百万円） 112,858 108,504 －4,355 －3.9

貸倒引当金残高（百万円） 137,000 150,430 13,430 9.8

 


