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平成 18 年 3 月期 決算短信（連結）               平成 18 年 4 月 27 日 

上 場 会 社 名 三洋信販株式会社 上場取引所 東  福 

コード番号 8573 本社所在都道府県 福岡県 

（ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.sanyo-shinpan.co.jp） 

代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 小野 晃熙 

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 日髙 直行 ＴＥＬ(03)5157－3411 

決算取締役会開催日 平成 18 年 4 月 27 日 

親会社等の名称 朝日ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社（ｺｰﾄﾞ番号：－） 親会社等における当社の議決権所有比率 24.9％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 

１．18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（１）連結経営成績              (注)本決算短信（連結）中の金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 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 

155,685 

150,384 

（   3.5 ）

（   3.1 ）

40,711 

39,141 

（   4.0 ）

（  19.7 ）

40,990 

39,438 

（   3.9 ）

（  24.4 ）
 

 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 

20,001 

30,004 

（△33.3） 

（  99.2） 

528 27 

795 10 

527 13 

794 53 

8.5 

14.2 

6.9 

7.0 

26.3 

26.2 

(注)①持分法投資損益 18 年 3 月期 61 百万円 17 年 3月期 △256 百万円   

②期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期 37,862,419 株 17 年 3 月期 37,736,515 株  

③会計処理の方法の変更   無 

④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）連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円 

605,795 

578,457 

百万円

243,127 

225,372 

％ 

40.1 

39.0 

円   銭 

6,410  85   

5,960  65   

(注)期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 37,924,389 株 17 年 3 月期 37,810,057 株  

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円 

△12,078 

△5,268 

百万円

△3,305 

9,669 

百万円 

△822 

△4,737 

百万円

45,457 

61,725 

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ４社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 １社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社  （除外） １社      持分法（新規） －社  （除外） －社 

 

２．19 年 3 月期の連結業績予想（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 

 

中 間 期 

通 期 

百万円

80,300 

162,000 

百万円

19,300 

42,800 

百万円

9,700 

22,000 

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)   581 円 05 銭 

＊上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績はこれらの

予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び連結子会社 4 社、非連結子会社 2 社、持分法適用関連会社 1 社で

構成されており、金融サービス事業（消費者金融事業、個人向け無担保ローン保証事業、クレ

ジットカード事業、債権管理回収事業）などを主な事業内容としております。 

 当社グループの事業に関わる各社の位置付け及び事業系統図は次のとおりであります。 

 

区分 会社名 摘要 

当社 － 

消費者金融事業 

住商ポケットファイナンス㈱ 
持分法適用 

関連会社 

当社 － 
個人向け無担保ローン

保証事業 
ポケットカード㈱ 連結子会社 

ポケットカード㈱ 連結子会社 

クレジットカード事業

㈱エージーカード 連結子会社 

三洋信販債権回収㈱ 連結子会社 

金融サービス事業 

債権管理回収事業 

（サービサー事業） 
三洋アセットマネジメント㈲ 連結子会社 

不動産賃貸業 当社 － 

保険代理店業 三洋エンタープライズ㈱ 非連結子会社 その他事業 

信用調査業 ㈱シー・ヴィ・シー 非連結子会社 

※1 上記のうち、国内証券市場に上場している連結子会社は以下のとおりであります。 

   ポケットカード株式会社…東京・大阪 

※2 三洋エンタープライズ(株)は、取引金額、業務内容の観点から重要性が低下したことによ

り、平成 17 年 10 月 1 日より、連結の範囲から除外しております。 

【添付資料】 
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事業系統図 
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は昭和 34 年の創業以来、「お客様のより豊かな生活の実現を支援すること」を経営理

念とし、無担保・無保証の個人向け金融サービスを専業としてまいりましたが、平成 11 年よ

り個人向け無担保ローン保証事業・クレジットカード事業・サービサー事業などの多角化戦

略を推進しており、消費者金融事業を中核に、幅広い個人のお客様一人ひとりのニーズに合

った総合的なサービスを提供できる全く新しい形の金融機関、すなわち「ニュー・サービス・

バンク」の創造を目指しております。今後、より多くのお客様の多様なニーズにお応えでき

る魅力ある企業集団へと成長させることで、当社の企業価値の向上に努め、株主の皆様へ還

元を図ってまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、業績や経済・金融情勢などを総合的に勘案の上、安定した利益の配分を図ってい

くことを基本方針としており、配当性向 15％を目標としてまいります。 

なお、当期におきましては、前期の記念配当 10 円を普通配当に転換し、年間 72 円の配当

（期末配当額は 36 円）とする予定であります。 

また、内部留保につきましては、営業資金をはじめ、高度な情報システム体制確立のため

の投資などに充当し、競争力の向上を図ってまいります。 

 

（３）投資単位引下げに関する考え方及び方針等 

      当社は、株式流通の活性化および個人投資家の拡大を図ることを基本方針としております。

この方針に則り、当社は平成 17 年 9 月 1 日から、1単元の株式数を 100 株から 10 株に引下げ

ております。これにより、株主数は平成 18 年 3 月末時点で 7,467 名と、平成 17 年 3 月時点

から 12%増加しており、株式流通の活性化および個人投資家の拡大に寄与したものと判断して

おります。 

 なお、当期末の最終価格に基づく最低投資額は 73 千円であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループでは、次の数値を連結ベースにおける長期的目標経営指標としております。 

① 株主資本利益率（ＲＯＥ）… 15％ 

 当社グループは、株主資本の充実と効率的運用を図り、株主資本利益率の向上を図

ります。 

② 総資本利益率（ＲＯＡ）… 7％ 

 当社グループは、収益性の高い事業分野へ経営資源を集中させ、総資本利益率の向 

上を図ります。 
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（５）会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く社会的環境の変化として、個人の権利を保護するための法律制定

が相次ぐなど、コンプライアンス（法令遵守）の重要性がますます高まってきており、また、

度重なる商法改正によりコーポレート・ガバナンス（企業統治）に対する社会的注目が一層

高まってきております。 

 当社グループが事業の対象としております消費者信用市場は、貸倒リスクの上昇を因とし

た貸付抑制による信用残高の伸び悩みに加え、メガバンクやクレジットカード会社などによ

る従来の垣根を超えた合従連衡や IT 企業など異業種からの新規参入が進み、消費者信用全体

での顧客獲得競争が熾烈化しております。また、利息返還請求の増加やグレーゾーン金利問

題など規制強化に関する議論が取りざたされ、業界を取り巻く環境は大きく変わろうとして

います。 

 一方で、景気は、企業収益の改善や雇用情勢・消費マインドの改善などによる個人消費の

増加など明るい兆しはあるものの、物価上昇による経済成長の鈍化や所得税減税の廃止・社

会保障費負担の増加により消費マインドが悪化する可能性もあり、予断を許さない状況であ

ると言えます。 

 このような環境の下、当社グループは自主独立路線を堅持していくために、主要事業であ

る消費者金融事業や個人向け無担保ローン保証事業での良質資産の確実な積上げを持続して

まいります。また、クレジットカード事業、サービサー事業などの多角化を完成させてまい

りますとともに、更なる事業多角化の模索、思い切ったローコスト・オペレーションの実現

など、経営体質の強化に取り組んでまいります。 

 

（６）中長期的な会社の戦略 

 上記（５）の課題につきまして、中長期的には①コーポレート・ガバナンスの充実・強化、

②収益基盤の構築、③ローコスト・オペレーションの実現の３本柱で取り組んでまいります。 

 

① コーポレート・ガバナンスの充実・強化 

 当社は、コンプライアンスを堅持しつつ、全ての株主の皆様の権利を平等に保護し、

株主・お客様・従業員その他のステークホルダーとの円滑な関係を構築していくことを、

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 

 この考え方を具現化するために、コンプライアンス体制やリスク管理体制を更に強化

する等、内部統制の構築を目指してまいります。 

 

② 収益基盤の構築 

 収益基盤の構築のために、消費者金融事業・個人向け無担保ローン保証事業・クレジ

ットカード事業・サービサー事業の 4事業を柱に次の施策を実施してまいります。 
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ア．消費者金融事業 

 当社グループでは、ここ数年にわたる自己破産申立件数の急増等に対処するため

に貸倒抑制のための与信厳格化を実施してまいりましたが、今後は与信厳格化を継

続しつつ、安定的な良質資産の積上げに注力してまいります。 

 当社では、無担保無保証ローン（キャッシング）の主たる利用客層である若年層

の人口が集中する関東地区を重点地区として、新テレビＣＭの集中投下などにより、

認知度・ブランド力の向上を図ってまいりました。    

この結果、関東エリアにおける当社の認知度は、確実に高まっており、今後は顧

客ニーズに沿った低金利商品の投入など、お客様の受け皿となる非対面チャネル（イ

ンターネット・モバイル・テレフォン）を一層強化させ、新規顧客の獲得に取り組

んでまいります。 

一方で、有人店舗の集約化や不採算無人店舗のリストラクチャリングなど、一層

の業務効率化を進めてまいります。 

なお、有担保ローン（不動産担保ローン）につきましては、コンプライアンスを

遵守し、お客様のカウンセリングに配慮した営業活動を実施してまいります。 

 

イ．個人向け無担保ローン保証事業 

 当社では、平成 11 年の本事業開始以来、提携先の確保（面の展開）、保証残高の

積上げ（量の展開）、利益の確保（質の展開）と段階を追って取り組んでまいりまし

たが、その結果、平成 18 年 3 月末時点の提携先数は 167 社に及び、提携先の確保（面

の展開）についてはほぼ目標を達成し、安定した利益を創出する基盤固めが完了い

たしました。 

 今後は、既存提携先各社に対する木目細かいフォローアップによる関係強化や新

商品開発による提携先ニーズへの対応で質を伴った保証残高の更なる拡大を図って

まいります。 

 また、連結子会社であるポケットカード株式会社においては、フィービジネス強

化の一環として、カード会社との提携による保証事業を展開してまいります。 

 

ウ．クレジットカード事業 

 ポケットカード株式会社では、伊藤忠グループとの連携を主軸とした提携戦略の

積極的推進と対面・非対面の両面での会員獲得、データベースマーケティングを通

じた効率的で質の高いサービスの提供等により、営業開発力と営業力の向上を図っ

てまいります。 

 また、連結子会社である株式会社エージーカードでは、福岡の百貨店である岩田

屋グループとの関係をより一層強化し、地元産業との接点を軸に顧客獲得に努めて

まいります。 
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エ．サービサー事業 

 連結子会社である三洋信販債権回収株式会社では、柔軟なプライシングや調達先

の多様化による仕入強化で取扱債権残高１兆円を維持しつつ、回収力の向上により

収益を確保することで安定的収益基盤を構築し、トップサービサーとしての地位を

確立してまいります。 

 

③ ローコスト・オペレーションの実現 

 当社グループでは、利益に与えるインパクトが最も大きい貸倒費用を押さえ込むため

に与信の厳格化を実施しており、今後も継続してまいります。 

 また、当社では、ローコスト・オペレーションの実現のため、人員・店舗の効率性向

上や非対面チャネルの強化、業務改善による生産性の向上、資金調達の多様化推進など、

コスト構造見直しによる抜本的改善を行い、経費率の引き下げを図ってまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

  当社の親会社等である朝日エンタープライズ株式会社は、平成 18 年 3 月 31 日時点にお

きまして、当社の筆頭株主であります。 

 当社は、親会社等と不動産管理業務を通じて一定の取引関係がありますが、その取引に

つきましては、一般市場取引と同様の条件により行っております。（取引の詳細につきまし

ては、「関連当事者との取引」に関する注記（38 ページ）をご参照ください）。 

 現在、当社の取締役 2 名は親会社等の取締役と監査役をそれぞれ兼務しております。当

社の事業運営にあたりましては、当社の取締役６名のうち親会社等の兼任取締役は２名と

半数に至る状況にはないこと、さらに当社グループ外からの社外取締役を２名登用してい

ること、また、親会社等の指示などの関与は一切なく、独自の意思決定を行っていること

から、親会社等から、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはなく、独立性は十分に

確保されております。 

（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

親会社等の名称 属性 

親会社等の

議決権所有

割合 

親会社等が発行する株

券が上場されている証

券取引所等 

朝日エンタープライズ 

株式会社 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

24.9% なし 

 

                                              （平成 18年 3月 31日現在） 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役職 

代表取締役会長 椎木 正和 朝日エンタープライズ株式会社取締役 

取締役 井村 憲昭 朝日エンタープライズ株式会社監査役 

※当社の取締役６名、監査役３名のうち、親会社等との兼務役員は当該２名であります。 
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（８） その他、会社の経営上の重要な事項 

    該当する事項はございません。 
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３．経営成績および財政状態 

（１）経営成績 

① 業績全般の概況（実績） 

 当期における我が国経済は、企業収益が改善され、設備投資も引き続き増加の動きが見

られるなど着実に回復しており、個人を取り巻く経済環境も完全失業率は未だ高水準なが

ら低下傾向にあることや、賃金の改善にともない個人消費は底堅さを増しております。 

しかしながら、当社の主要なお客様であります若年層を取り巻く環境は、失業率が未だ

高水準で推移しており、原油価格の上昇によるインフレ懸念がある中、今後も楽観できる

状況ではございません。 

 当社グループが事業対象としております消費者信用市場におきましては、大手消費者金

融専業会社とメガバンクの戦略的提携の本格的なスタートやIT企業など異業種の参入など、

益々競争が激化しております。一方、利息返還請求の増加やグレーゾーン金利・多重債務

問題など規制強化に関する議論が取りざたされ、業界を取り巻く環境は厳しさを増してお

ります。 

 こうした環境下におきまして、当社グループでは、自主独立路線で勝ち残るために、コ

ーポレート・ガバナンスの充実・強化、収益基盤の構築、ローコスト・オペレーションの

実現の 3点を重点課題として取り組んでおります。 

 当期におきましては、消費者金融事業では良質な営業貸付金残高を確保するための新規

顧客獲得の強化、個人向け無担保ローン保証事業では業界トップの提携先数の強みを活か

した提携先への木目細かなフォローアップによる保証残高の積上げ、クレジットカード事

業では伊藤忠グループとの提携を中心とした戦略的提携の拡大、サービサー事業では無担

保・無剰余債権に加えて不動産担保付債権などの取扱い債権の拡大に努めてまいりました。 

  

  以上の結果、当期の連結業績は以下のとおりとなりました。 

前期対比 
 平成 17 年 3 月期

（百万円） 

平成 18 年 3 月期
（百万円） 増減額 

（百万円） 

増減率 
（％） 

営 業 収 益 150,384  155,685 5,301 3.5

営 業 費 用 111,242  114,973 3,731 3.4

営 業 利 益 39,141  40,711 1,569 4.0

経 常 利 益 39,438  40,990 1,551 3.9

当 期 純 利 益 30,004  20,001 △10,002 △33.3

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

  なお、主な前期対比の項目別増減理由・発生事由は以下のとおりであります。 

 

ア．営業収益 

項 目 増加額 
（百万円） 

主 因 

営業貸付金利息 2,145 営業貸付金残高の増加 

保証料収入 1,715 保証残高の増加 

買取債権回収高 841
三洋信販債権回収株式会社の不動産担保付債

権の取扱拡大等による増加 

 

イ．営業費用 

項 目 増減額 
（百万円） 

主 因 

利息返還損失引当金繰

入 
4,250

当期から利息返還損失引当金を計上したこと

による増加 

広告宣伝費 1,668 広告宣伝の強化による増加 

貸倒費用 △1,775 貸倒率の低下傾向による減少 

 

      ウ．特別利益 

項 目 減少額 
（百万円） 

主 因 

投資有価証券売却益 7,761
前期はアットローン株式売却益が含まれてい

たことによる減少 

 

エ．特別損失 

項 目 増加額 
（百万円） 

主 因 

利息返還金 2,199 利息返還金を計上したことによる増加 

減損損失 873
当社及びポケットカード株式会社における保

有固定資産の減損処理 

 

② 業績全般の概況（次期見通し） 

  我が国の経済は、引き続き滑らかな景気の回復基調が続くと思われます。 

  しかしながら、消費者信用業界においては、お客様獲得競争の一層の熾烈化や貸金業規

制法・出資法の改正が予想されるなど、極めて厳しい状況になると認識しております。 

 こうした厳しい環境下において、当社グループは、次期を自主独立路線で勝ち残るため

の正念場として捉え、コーポレート・ガバナンスの充実・強化、収益基盤の構築及びロー

コスト・オペレーションの実現に努めてまいります。 
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   なお、次期の連結業績見通しは以下のとおりであります。 

 

前期対比 
 

平成 18 年 3 月期

実績 
（百万円） 

平成 19 年 3 月期 

 見通し 
（百万円） 

増加額 
（百万円） 

増加率
（％） 

営 業 収 益 155,685  162,000  6,315 4.1

営 業 費 用 114,973  119,300  4,327 3.8

営 業 利 益 40,711  42,700  1,989 4.9

経 常 利 益 40,990  42,800  1,810 4.4

当 期 純 利 益 20,001  22,000  1,999 10.0

 

   主な前期対比の項目別増減理由・発生事由は以下のとおりであります。 

 

ア．営業収益 

項 目 増加額 
（百万円） 

主 因 

営業貸付金利息 2,900 営業貸付金の増加 

保証料収入 2,000 保証残高の増加 

 

イ．営業費用 

項 目 増加額 
（百万円） 

主 因 

貸倒費用 3,700 貸倒償却と貸倒引当金繰入額の増加 

 

ウ．特別損失 

項 目 減少額 
（百万円） 

主 因 

特別損失 3,500
前期は利息返還金が含まれていたことによる

減少など 

 

③ 各事業における概況 

ア．消費者金融事業 

 （ア）新規顧客の獲得 

    当社では、良質資産を安定的に積み上げるために、従来から実施しております厳

格な与信審査は継続しつつ、当期においては、広告宣伝の強化による認知度のアッ

プを図り新規顧客の獲得に力を注いでまいりました。 

 具体的には、主たる利用層である 20 代～30 代人口の多い関東エリアをメインター

ゲットとして、広告宣伝費を重点的に投下することに加え、インターネット限定キ

ャンペーンの実施や低金利商品の導入、休日の受付や受付時間の延長などインター

ネットチャネルの強化を実施いたしました。また、自動契約機におきましても、 
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営業時間の延長を実施するなど各種施策を実施いたしました結果、新規獲得件数は

112 千件と前期比 9.2％増となりました。 

 

（イ）店舗の合理化 

       当期におきましては、77 箇所の不採算無人店舗の廃店、12 箇所の有人店舗統廃合

を実施する一方、東日本を中心に好立地エリアへ 24 店舗の無人店舗を新規出店し、

店舗効率の向上に注力いたしました。  

     

（ウ）貸倒の状況 

 当社の消費者金融事業における貸倒償却額は 293 億 31 百万円（前年比 2.0％減）

となり、これまでの増勢から減少へ転じております。 

これは、平成 15 年 11 月以降、個人の全国自己破産申立件数が前年同月比で 27 か

月連続で減少していることに加えて、継続して行っている厳格な与信基準の適用を

はじめ、債権管理体制見直しなどの施策の効果が着実にあらわれたものであります。 

 

  以上の結果、当社グループの消費者金融事業の実績は以下のとおりとなりました。 

 

前期対比  
平成 17 年 3 月期

（百万円） 

平成 18 年 3 月期
（百万円） 増減額 

（百万円） 

増減率 
（％） 

営 業 貸 付 金 残 高 552,744  567,329  14,585 2.6

 無 担 保 ロ ー ン 533,856  546,893  13,036 2.4

 有 担 保 ロ ー ン 14,282  17,350  3,067 21.5

 無担保有保証ローン 4,605  3,086  △1,519 △33.0

口 座 数 （ 件 ） 1,112,246  1,102,170  △10,076 △0.9

 無 担 保 ロ ー ン 1,106,116  1,096,289  △9,827 △0.9

 有 担 保 ロ ー ン 2,865  3,451  586 20.5

 無担保有保証ローン 3,265  2,430  △835 △25.6

※1 営業貸付金残高は、債権流動化によるオフバランス化前の残高で表示しており、 

   当社、ポケットカード株式会社及び株式会社エージーカードの実績になります。 

※2 無担保有保証ローンにつきましては、平成 14 年 1 月からの有担保（不動産）ロ－ンの販売開始

に伴い、販売の推進を停止しております。 

 

イ．個人向け無担保ローン保証事業 

 当社が行っております個人向け無担保ローン保証事業では、提携先との関係をより

深いものとするために、当期におきましても既存提携先各社に対する木目細かなアフ

ターフォロー、提携先に応じた提案・販促支援の強化により、良質債権の更なる積上

げに取り組んでまいりました。 
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また、ポケットカード株式会社では、伊藤忠グループとの提携戦略の一環として、

平成 16年 7月から開始したファミマクレジット株式会社との保証業務を順調に拡大し

ております。 

 

  以上の結果、当社グループの個人向け無担保ローン保証事業の実績は以下のとおりと

なりました。 

前期対比 
 平成 17 年 3 月期

（百万円） 

平成 18 年 3 月期
（百万円） 増加額 

（百万円） 

増加率 
（％） 

保 証 残 高 112,543  137,702  25,159 22.4

保 証 料 収 入 8,467  10,182  1,715 20.3

保証提携数（社） 153  167  14 9.2

※上記表は、当社及びポケットカード株式会社を合計したものであります。 

 

ウ．クレジットカード事業 

 ポケットカード株式会社では、伊藤忠グループを中心とした提携展開の一層の強化

に取り組んでおります。当期におきましては、伊藤忠エネクス株式会社との提携カー

ド「カーエネクス itsumo カード」の会員数が平成 17 年 9 月に 10 万件を突破したこと

に加え、ホームセンター大手のコーナン商事株式会社との提携カード「コーナンカー

ド」も募集開始 6ヶ月で 10 万件を突破するなど、新規会員の獲得は順調に推移してお

ります。また、提携カード会員数の拡大、データベースマーケティングを活用した販

促活動の強化、公共料金の決済など新たなカード利用機会の拡大により、取扱高は大

幅に増加いたしました。 

 同グループ以外にも、インターネットショッピングサイト「ＺＯＺＯ（ゾゾ）タウ

ン」を運営する株式会社スタートトゥデイとの提携カード発行や、日本最大級のグル

メ情報サイト「ぐるなび」との提携プロモーションの推進などにより営業基盤の拡大、

商品・サービスの拡充に努めております。 

なお、個人情報の取扱・保護推進の一環として、平成 17 年 12 月に同社はプライバ

シーマークの付与認定を受けております。  

 株式会社エージーカードでは九州にある百貨店「岩田屋」や「くまもと阪神」との

連携強化により、ショッピング取扱高が好調に推移しております。 
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以上の結果、当社グループのクレジットカード事業の実績は以下のとおりとなりま

した。 

前期対比 
 平成 17 年 3 月期

（百万円） 

平成 18 年 3 月期
（百万円） 増加額 

（百万円） 

増加率 
（％） 

有効会員数（千名） 4,145 4,351  205 5.0

ショッピング取扱高 174,194 199,599  25,404 14.6

割賦購入あっせん収益 4,021 4,596  575 14.3

※上記表は、ポケットカード株式会社及び株式会社エージーカードを合計したものであります。 

 

エ．サービサー事業 

 三洋信販債権回収株式会社では、法務省より営業許可を受けた業者数が 100 社を超

えるという競争激化の中、幅広い金融機関との取引を通じて安定的な譲受・受託によ

る債権残高を維持し、従来から得意とする無担保債権だけでなく、新たなコア業務と

して不動産担保付債権の取扱いによる収益力の向上を図ってまいりました。 

      なお、個人情報の取扱・保護推進の一環として、平成 17 年 9 月に同社はプライバシ

ーマークの付与認定を受けております。 

 

  以上の結果、サービサー事業の実績は以下のとおりとなりました。 

前期対比 
 平成 17 年 3 月期

（百万円） 

平成 18 年 3 月期
（百万円） 増減額 

（百万円） 

増減率
（％） 

取 扱 債 権 残 高 1,486,455 1,433,762 △52,692 △3.5

買 取 債 権 回 収 高 5,931 6,773 841 14.2

※上記表は三洋信販債権回収株式会社及び三洋アセットマネジメント有限会社を合計したもので 

あります。 

 

また、格付機関より以下のとおり高い評価を得ており、無担保・スペシャルサービサー

が、格付機関 3社から最上位の格付を取得するのは、これが初めてのケースであります。 

これは、無担保無剰余分野での着実な回収実績に加え、内部監査体制の強化や研修等に

よる人材育成の推進が評価されたものであります。 

 

格付機関名 取得年月日 格付 評価 

Standard&Poor's 平成 17 年 12 月 1（安定的） 能力が極めて高い 

Fitch Ratings 平成 17 年 9 月 ABSS 1- 
完全な承認 

（全般的に優秀なパフォーマンス）

格付投資情報センター

（Ｒ＆Ｉ） 
平成 15 年 10 月 SR 1 極めて優れている 

※3社とも上位 1から下位 5までの 5段階評価で、同社はいずれも最上位格付を取得しております。 
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（２）財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

 当連結会計年度末におきましては、資産合計は 273 億 38 百万円増加して 6,057 億 95

百万円、負債合計は 74 億 51 百万円増加し 3,338 億 94 百万円、資本合計は 177 億 54 百万

円増加し 2,431 億 27 百万円となり、株主資本比率は 1.1 ポイント上昇して 40.1％となり

ました。 

なお、主な増減要因は、以下のとおりであります。 

 

ア. 資産の部 

現金及び預金は、手許資金 162 億 67 百万円の減少により 454 億 57 百万円となり

ました。 

営業貸付金は、消費者金融事業における営業活動の結果 145 億 85 百万円増加したこ

とに加え、194 億 37 百万円の流動化債権の償還等があったため、債権流動化後の営

業貸付金は 340 億 22 百万円増加して 4,835 億 11 百万円となりました。 

割賦売掛金は、クレジットカード事業における営業活動の結果 58 億 10 百万円増

加して 403 億 79 百万円となりました。 

 

イ. 負債の部 

資金調達残高（債権流動化による調達は除く）は 20 億 56 百万円の増加し、2,900

億 89 百万円となりました。 

当連結会計年度末より利息の返還による損失に備えるため利息返還損失引当金を

42 億 50 百万円計上しております。 

 

ウ. 資本の部 

利益剰余金は、当期純利益 200 億 1 百万円に対して、当連結会計年度中に 29 億 12

百万円の配当を実施した結果、167 億 1 百万円増加して 1,921 億 4 百万円となりまし

た。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

      当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）

の残高は、前連結会計年度末に比べ162億67百万円減少し454億57百万円となりました。

なお、当連結会計年度末における各キャッシュ･フローの状況及び増減要因は、以下のと

おりであります。 

 

ア． 営業活動によるキャッシュ･フロー 

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は 120 億 78 百万円（前連結会

計年度は 52 億 68 百万円の減少）となりました。これは、税金等調整前当期純利益

が 376 億 97 百万円となりましたが、一方で債権流動化後の営業貸付金の増加が 340
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億 22 百万円及び法人税等の支払額が 124 億 16 百万円となったことなどによるもの

であります。 

 

イ. 投資活動によるキャッシュ･フロー 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は 33 億 5 百万円（前連結会計

年度は 96 億 69 百万円の増加）となりました。これは、ソフトウェア等の無形固定

資産の取得による支出が 25 億 21 百万円あったことなどによるものであります。 

 

ウ. 財務活動によるキャッシュ･フロー 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は 8億 22 百万円（前連結会計

年度は 47 億 37 百万円の減少）となりました。これは、コマーシャル･ペーパー、短

期借入金及び社債による資金調達純増額が 91 億 74 百万円ありましたが、長期借入

金による資金調達純減額が 72 億 10 百万円及び配当金の支払が 33 億 91 百万円あっ

たことなどによるものであります。 
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（３）リスク情報 

当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項には、

以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項に

つきましても、投資家に対する情報開示の観点から、併せて記載しております。 

しかしながら、以下に記載いたしましたリスクについては、本決算短信の提出日現在に

おいて、当社が把握している情報に基づく想定や見解をもとに、当社グループの事業展開

上リスクとなる可能性があると考えられる主な事項を記載しているものであり、リスクの

全てを網羅しているものではありません。将来の経済情勢や消費者金融を取り巻く市場環

境の変化等、様々な不確定要因により新たなリスクが発生する可能性があります。 

 

① 法的規制等について 

ア．消費者金融事業について 

 当社グループの主要業務である消費者金融事業は、貸金業の規制等に関する法律（以

下「貸金業規制法」といいます。）の適用を受けております。 

 

イ．貸付金金利について 

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」といいます。）

は、平成 12 年 6 月 1 日施行の改正により、貸付上限金利が年率 40.004%から年率 29.2%

に引き下げられました。なお、当社の貸出上限金利は、昭和 63 年以降、年率 29.2%を下

回っております。 

 平成 15 年 8 月 1 日公布の出資法及び貸金業規制法改正の際に、出資法に定める上限金

利については、本改正の施行後 3年（平成 19 年 1 月）を目途として、必要な見直しをす

るものとされております。出資法上の上限金利が現行の金利よりも低い水準に引き下げ

られた場合、当社及び当社グループの消費者金融事業及び業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

ウ. みなし弁済および利息返還請求について 

 当社の貸出金利は、利息制限法第 1条第 1項に定められた上限金利（元本 10 万円未満

は年率 20%、10 万円以上 100 万円未満は年率 18%、100 万円以上は 15%）を超過する部分

があります。利息制限法第 1 条第 1 項では、この超過部分に関する利息の契約は無効と

定めていますが、一方、同条第 2 項では、債務者はこの超過部分を任意に支払ったとき

は、その返還を請求できないと規定しています。さらに、貸金業規制法第 43 条において

は、超過部分につき、債務者が利息として任意に支払い、同法第 17 条に定める契約書面

の交付や同法 18 条に定める受取書面の交付等一定の要件を満たす場合は、利息制限法第

1条第 1項の規定に関わらず、有効な利息の弁済とみなすと規定しております（以下この

規定に係る弁済については「みなし弁済」といいます）。 

 この超過部分の利息の支払について、最高裁判所は、「みなし弁済」の適用要件（書面

の記載事項、交付時期）を厳格に解釈するという立場（平成 16 年 2 月 20 日第二小法廷
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ほか）に立って判断しておりましたが、最近出された「みなし弁済」に関する一連の最 

高裁判所の判決（平成 18 年 1 月 13 日第二小法廷、1月 19 日第一小法廷、1月 24 日第三

小法廷、3月 17 日第二小法廷）において、その立場を一層鮮明にすることで、「みなし弁

済」の適用局面を非常に限定し、業者側の主張を退けております。こうした最高裁判所

の判決を受けて、金融庁は、平成 18 年 4 月 11 日付で「貸金業規制法」に係る施行規則

を改正しており、貸金業者による顧客への書面交付義務等を厳格化しております。当社

業務におきましても、同施行規則の改正により各種対応を図る必要があり、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

また、「みなし弁済」が適用される局面が極めて限られたことで、「利息制限法」に定

められた利息の最高限度を超過する部分の返還請求が増加しており、当期より、当該引

当金の計上を行っておりますが、予想を上回る増加となった場合には、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

エ. 業務規制等について 

 消費者金融事業を営む当社グループは、貸金業規制法の適用により各種の業務規制（過

剰貸付等の禁止、貸付条件の掲示、書面の交付等）を受けております。特に、貸金業規

制法の平成 15 年改正により、無登録業者に対する取締りの強化のほか、貸金業登録要件

の厳格化、取立行為規制の強化、貸金業務取扱主任者の選任など適正な営業体制の確立

が盛り込まれ、罰則も強化されました。さらに、貸金業制度のあり方については、上記

改正時において、施行後3年を目途に必要な見直しを行うものとするとされております。 

 また、貸金業規制の執行にあたって、監督官庁である金融庁が定める事務ガイドライ

ンにより、貸金業務における詳細な行動指針が定められております。同ガイドラインは、

個人情報保護法施行に伴う安全管理措置の徹底、顧客に対する説明義務の強化、さらに

平成 17 年 7 月 19 日の最高裁判所の判決を受けて、顧客等からの取引履歴の開示義務を

追加するなど、業務規制は一段と厳しくなっております。 

 これらの法令及び行政上の規制を遵守できなかった場合、業務の全部又は一部の停止

命令も含めた行政上の措置により、当社グループの活動が制限される可能性があります。 

 また、法律の改正等によるこれらの業務規制の変更により、当社グループの業務が制

限された場合、当社グループの消費者金融事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

オ. 個人情報保護法について 

 平成 15 年 5 月 30 日に個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といい

ます）の基本法部分が公布・施行され、平成 17 年 4 月 1 日に全面施行されました。 

 当社グループの各社は、個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当し、個人

情報の適正な利用・管理が義務付けられております。 

 当社では、金融庁から告示されました「金融分野における個人情報保護に関するガイ

ドライン」及び「安全管理措置等についての実務指針」に基づき、社内規程・組織・セ 
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キュリティ等の社内体制の整備を行なっております。 

 個人情報保護法に違反いたしますと、同法に基づき主務大臣より勧告・命令を受ける

に止まらず、罰金等の刑事処罰が下される恐れがあり、さらに貸金業規制法違反行為と

して業務停止等の行政処分の対象ともなることから、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

カ. 改正破産法について 

 平成 16 年 6 月 2 日に公布されました改正破産法において、個人破産・免責手続等の改

正がなされ、①破産手続と免責手続の一体化による破産手続きの簡略化・迅速化、②自

由財産の拡大、③免責不許可期間の短縮等、個人破産者の権利保護が一層強化されまし

た。 

 同法は、平成 17 年 1 月 1 日施行されましたが、今のところ自己破産の申立件数に大き

な変化は見られないものの、今後自己破産申立者が増加する場合は、当社を含めた当業

界に影響を与える可能性があります。 

 

キ. 民事再生法について 

 平成 13 年 4 月 1 日に改正施行された民事再生法において、個人債務者民事再生手続が

特則として盛り込まれました。この改正に伴い、給与所得者を含めて将来にわたり定期

的収入の見込みのある債務者は、その収入を弁済原資として債務の一部弁済を行う再生

計画を作成し、裁判所の許可を得た上でこれを実行することで、残債務の免除を受ける

ことができます。また、住宅ローンについてもリスケジュールを行うことで、現在の住

宅を持ち続けることが可能となっております。 

 当期は、民事再生手続の申立件数の伸びは鈍化したものの、今後の個人を取り巻く景

気の動向によっては、民事再生手続の申立者が増加し、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

 

ク. 特定調停法について 

 民事調停法の特例として平成 12 年 2 月 17 日に施行されました特定債務者等の調整の

促進のための特定調停に関する法律（以下「特定調停法」といいます。）は、支払不能に

陥るおそれのある金銭債務者（以下「特定債務者」といいます。）の申立により、調停手

続を通じて債権者との間で金銭債務に係る利害関係の調整を図ることで、特定債務者の

経済的再生の途を開くことを目的にしております。 

 今後の個人を取り巻く景気の動向によっては、特定調停手続の申立者が増加し、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

ケ. 司法書士法の改正について 

 司法制度改革の一環として、司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権等の付与を認 

めた改正司法書士法が平成 15 年 4 月 1 日から施行されました。簡易裁判所における訴訟
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代理関係業務を行うことができる認定司法書士は、請求額が 140 万円を超えない範囲の

民事訴訟、民事調停等の手続について代理する業務を行うことができます。司法書士が

債務者の代理人として、債務整理を行うケースも増加しており、当社を含めた当業界に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 資金調達リスクについて 

ア． 金利変動リスクについて 

 当社グループの消費者金融事業におきましては、営業貸付金は出資法の規制により、

年率 29.2%を上限とした貸出金利の範囲内で貸付を行なっておりますが、調達金利は市場

環境その他の要因により変動することがあります。当社におきましては、金利変動リス

クを少なくするため、調達残高の 90%以上を固定金利化するという方針のもと、金利変動

等の影響の軽減を図っております。 

 しかしながら、将来の金利変動によっては当社グループの調達コストが上昇し、業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

イ． 流動性リスクについて 

 当社では、流動性の確保のため、十分な現預金を保有しております。 

 しかし、流動性確保が困難となる事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

ウ． 資金調達の財務制限条項について 

 当社では、シンジケートローンによる資金調達にあたって、一定の財務制限条項が付

されており、抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済することとなっておりま

す。財務制限条項に抵触した場合、その時点の金融情勢次第では、機動的なリファイナ

ンスが困難になる可能性があります。 

 また、当社では、資産流動化による資金調達にあたって、一定の早期償還事由が付さ

れており、抵触した場合には、当社の流動性資金が毎月減少することとなり、その時点

での金融情勢次第では、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 格付について 

 当社では、下記の格付機関から長期カウンターパーティ格付を取得しております。今後、

格付の低下があった場合には、当社の資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。 

格付機関名 格付 

Standard & Poor's BBB（安定的） 

Fitch Ratings BBB＋（安定的） 

格付投資情報センター（R&I） A－（安定的） 
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④ 業績の推移について 

 当社グループは、平成 11 年、消費者金融事業において九州・中国地方を地盤としたエリ

アドミナント戦略から全国展開へ舵を切ったのに続き、個人向け無担保ローン保証事業・

クレジットカード事業・サービサー事業へと進出を果たし、多角化戦略を推進してまいり

ました。 

 その結果、着実な増収を続けてきました一方で、先行投資負担や景気低迷による貸倒費

用の増加により利益は伸び悩みましたが、直近において、多角化した事業が利益貢献する

までに成長して、今後は安定した増益を見込めるまでになりました。 

 しかしながら、個人を取り巻く経済環境が悪化した場合には、消費の低迷により借入需

要が減退し、更には自己破産や多重債務者が増加する可能性もあり、その結果、口座数及

び営業貸付金残高の減少や貸倒費用の増加により、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑤ マーケット競合に係るリスク 

 消費者金融専業の合計貸付残高は、1990 年代のバブル崩壊以降、自動契約機の導入や民

放各局の広告時間帯制限解禁によるテレビ CM の大量投下により急激に成長を遂げ、過去 10

年間で約 3倍の 10 兆円規模にまで成長いたしました。 

しかし、メガバンクとの資本・業務提携や IT 企業など異業種の新規参入等、顧客の獲得

競争は熾烈になってきており、競合他社の動向によっては、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 情報ネットワーク又は技術的システム等に生じる混乱、故障、その他の被害について 

 当社は、店舗ネットワーク、お客様及び口座データを含む当社事業を構成する種々の情

報を管理するために、ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存をより深めつつ

あります。 

当社のホストコンピュータは、業務委託先の日本アイ・ビー・エム株式会社のセンター

が所在する大阪にメインシステムとサブシステムがあり、メインシステムに障害が生じた

場合には、即時にサブシステムが稼動する体制となっております。 

 しかし、地震・台風等の大規模災害が発生し、メイン・サブの両システムに同時に障害

が生じた場合には、当社は営業の中断を余儀なくされる可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表  
  

  
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産   548,807 94.9 577,516 95.3 28,708

１ 現金及び預金   61,725 45,457  △16,267

２ 受取手形及び売掛金   227 －  △227

３ 営業貸付金 
※1,2 

4,8,9 
449,489 483,511  34,022

４ 割賦売掛金 ※３ 34,569 40,379  5,810

５ たな卸資産   4,650 7,285  2,635

６ 繰延税金資産   11,801 12,157  356

７ その他   27,386 31,234  3,847

  貸倒引当金   △41,041 △42,510  △1,469

Ⅱ 固定資産   29,649 5.1 28,279 4.7 △1,370

１ 有形固定資産   9,554 1.6 7,872 1.3 △1,682

(1) 建物及び構築物   4,745 3,719  △1,026

(2) 機械装置及び運搬具   12 11  △1

(3) 土地   3,694 2,985  △709

(4) 建設仮勘定  12 4  △7

(5) その他   1,088 1,151  62

２ 無形固定資産   7,434 1.3 7,218 1.2 △215

(1) ソフトウェア   6,347 5,832  △515

(2) その他   1,086 1,386  300

３ 投資その他の資産   12,661 2.2 13,188 2.2 527

(1) 投資有価証券 ※５ 5,620 6,451  831

(2) 繰延税金資産   1,693 1,190  △503

(3) その他 ※８ 5,416 5,620  204

  貸倒引当金   △69 △74  △5

資産合計   578,457 100.0 605,795 100.0 27,338
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   140,652 24.3 150,917 24.9 10,265

１ 支払手形及び買掛金   14,485 12,819  △1,666

２ 短期借入金   13,162 13,350  187

３ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
※４ 85,683 67,905  △17,778

４ コマーシャル・ 

ペーパー 
  ― 4,000  4,000

５ 一年以内償還予定の 

社債 
  5,820 23,520  17,700

６ 未払法人税等   6,720 9,587  2,867

７ 賞与引当金   869 799  △69

８ ポイント引当金  490 701  211

９ 債務保証損失引当金   3,187 3,940  753

10 利息返還損失引当金  ― 4,250  4,250

11 その他   10,234 10,044  △190

Ⅱ 固定負債   185,790 32.1 182,976 30.2 △2,814

１ 社債   60,520 47,900  △12,620

２ 長期借入金 ※４ 122,847 133,414  10,567

３ 退職給付引当金   1,423 754  △668

４ 役員退職慰労引当金   487 487  ―

５ その他 ※11 512 419  △92

負債合計   326,442 56.4 333,894 55.1 7,451

(少数株主持分)    

少数株主持分   26,642 4.6 28,774 4.8 2,131

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※12 15,931  2.8 16,244 2.7 312

Ⅱ 資本剰余金   33,879  5.9 34,191 5.6 312

Ⅲ 利益剰余金   175,402  30.3 192,104 31.7 16,701

Ⅳ その他有価証券評価差額金   216  0.0 661 0.1 445

Ⅴ 自己株式 ※13 △56  △0.0 △73 △0.0 △16

資本合計    225,372  39.0 243,127 40.1 17,754

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
   578,457  100.0 605,795 100.0 27,338
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(2) 連結損益計算書 
  

   

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比 

(％) 
金額(百万円) 

Ⅰ 営業収益   150,384 100.0 155,685 100.0 5,301

１ 営業貸付金利息   126,445  128,591  2,145

２ 割賦購入あっせん収益   4,021  4,596  575

３ 買取債権回収高   5,931  6,773  841

４ 保証料収入  8,467 10,182  1,715

５ その他の営業収益   5,518  5,541  22

Ⅱ 営業費用   111,242 74.0 114,973 73.9 3,731

１ 金融費用   5,692  5,388  △304

２ 債権買取原価   2,156  2,684  527

３ その他の営業費用 ※１ 103,392  106,900  3,507

営業利益   39,141 26.0 40,711 26.1 1,569

Ⅲ 営業外収益    636 0.4 326 0.2 △309

１ 受取利息   2 2  △0

２ 受取配当金   42 30  △11

３ 連結調整勘定償却額  51 51  △0

４ 持分法による投資利益  ― 61  61

５ 投資利益   351 ―  △351

６ 割引利益   29 22  △7

７ 受取保険配当金   21 19  △1

８ その他の収益   135 136  0

Ⅳ 営業外費用   338 0.2 47 0.0 △291

１ 持分法による投資損失   256 ―  △256

２ 新株発行費償却  ― 11  11

３ リース契約解約損  35 6  △29

４ その他の費用   46 30  △16

経常利益   39,438 26.2 40,990 26.3 1,551

Ⅴ 特別利益   7,883 5.2 608 0.4 △7,274

１ 固定資産売却益 ※２ ― 109  109

２ 投資有価証券売却益  7,880 119  △7,761

３ 投資有価証券受贈益  ― 101  101

４ 持分変動利益  2 0  △2

５ 企業年金基金解散益   ― 251  251

６ その他の特別利益  ― 26  26

Ⅵ 特別損失   946 0.6 3,901 2.5 2,955

１ 固定資産売却損 ※３ 344 2  △342

２ 固定資産除却損 ※４ 487 720  233

３ 減損損失 ※５ ― 873  873

４ 投資有価証券売却損  ― 10  10

５ 利息返還金  ― 2,199  2,199

６ その他の特別損失 ※６ 113 94  △18

税金等調整前当期純利益   46,376 30.8 37,697 24.2 △8,679

法人税、住民税及び事業税   12,839 8.5 15,188 9.8 2,348

法人税等調整額   1,568 1.0 △136 △0.1 △1,704

少数株主利益   1,963 1.3 2,643 1.7 679

当期純利益   30,004 20.0 20,001 12.8 △10,002
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(3) 連結剰余金計算書 
  

    

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

増減 

        

区分 

注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高    33,620 33,879 258

Ⅱ 資本剰余金増加高  258 312 53

   増資による新株の発行   258 312 53

Ⅲ 資本剰余金期末残高    33,879 34,191 312

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   147,736 175,402 27,666

Ⅱ 利益剰余金増加高  30,004 20,001 △10,002

 当期純利益  30,004 20,001 △10,002

Ⅲ 利益剰余金減少高    2,338 3,300 961

 １ 配当金    2,338 2,912 574

２ 連結子会社減少に伴う 

減少高 
 ― 387 387

Ⅳ 利益剰余金期末残高    175,402 192,104 16,701
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
  

    
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前当期純利益   46,376 37,697 △8,679 

２ 減価償却費   3,116 3,216 99 

３ 減損損失  ― 873 873 

４ 連結調整勘定償却額   △51 △51 0 

５ 受取利息及び受取配当金   △45 △33 11 

６ 持分法による投資損益 

  (投資利益：△) 
  256 △61 △318 

７ 投資有価証券売却益   △7,880 △119 7,761 

８ 固定資産売却損益(売却益：△)  344 △107 △452 

９ 貸倒引当金の増減額(減少：△)   3,112 1,474 △1,637 

10 ポイント引当金の増減額(減少：△)  490 211 △278 

11 債務保証損失引当金の増減額 

(減少：△) 
  1,052 753 △299 

12 利息返還損失引当金の増減額 

(減少：△) 
 ― 4,250 4,250 

13 退職給付引当金の増減額(減少:△)   63 △668 △732 

14 営業貸付金の増減額(増加：△)   △30,086 △34,022 △3,935 

15 営業債権の増減額(増加：△)   △4,340 △7,042 △2,702 

16 たな卸資産の増減額(増加：△)   △1,890 △2,635 △744 

17 営業債務の増減額(減少：△)   △260 △1,666 △1,405 

18 その他   1,430 △1,762 △3,193 

小計   11,686 304 △11,381 

19 利息及び配当金の受取額   45 32 △12 

20 法人税等の支払額   △17,000 △12,416 4,584 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △5,268 △12,078 △6,809 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 有形固定資産の取得による支出   △409 △780 △370 

２ 有形固定資産の売却による収入   50 304 253 

３ 無形固定資産の取得による支出   △2,036 △2,521 △485 

４ 投資有価証券の取得による支出   △263 △51 211 

５ 投資有価証券の売却による収入  12,343 182 △12,161 

６ 差入保証金の差入による支出   △208 △91 117 

７ 差入保証金の回収による収入   183 155 △28 

８ その他の収支(純額)   8 △503 △512 

投資活動によるキャッシュ・フロー   9,669 △3,305 △12,975 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

増減 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        
１ コマーシャル・ペーパー発行・償還

による収支(純額) 
  △2,300 4,000 6,300 

２ 短期借入・返済による収支(純額)   △13,201 187 13,388 

３ 長期借入れによる収入   73,524 80,800 7,276 

４ 長期借入金の返済による支出   △79,221 △88,010 △8,789 

５ 社債の発行による収入   20,857 10,907 △9,950 

６ 社債の償還による支出   △2,556 △5,920 △3,363 

７ 株式の発行による収入  517 624 107 

８ 自己株式の取得・売却による収支

(純額) 
  △27 △16 11 

９ 連結子会社による連結子会社自己株

式の取得・売却による収支(純額) 
  374 △2 △376 

10 親会社による配当金の支払額   △2,340 △2,913 △573 

11 少数株主への配当金の支払額   △363 △477 △114 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △4,737 △822 3,915 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― △1 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

(減少：△) 
  △336 △16,208 △15,871 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   62,062 61,725 △336 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物 

の減少額 
 ― △59 △59 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 61,725 45,457 △16,267 

          

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社はポケットカード株式会社、株式会社エージーカード、三洋信販債権回収株式会社及び三

洋アセットマネジメント有限会社の４社であります。 

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました三洋エンタープライズ株式会社は、重要性が

無くなったため、連結の範囲から除外しております。 

(2) 非連結子会社は株式会社シー・ヴィ・シー、三洋エンタープライズ株式会社の２社であります。 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は小規模であり、総資産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用関連会社は住商ポケットファイナンス株式会社の１社であります。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(株式会社シー・ヴィ・シー、三洋エンタープライズ株式会社の

２社)は当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。 

(3) 持分法適用会社の決算日は連結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

会社名 ポケットカード株式会社 決算日 ２月28日 

上記連結子会社については、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。 

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行なっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

決算期末日現在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) 

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

ａ 買取債権 

個別法による原価法 

ｂ 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ７～50年 

機械装置及び運搬具 ３～20年 

その他(器具備品) ６～８年 

 



- 29 - 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(主に５年)に基づく定額法

によっております。 

③ 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

① 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 

② 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 

ａ 一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 

③ ポイント引当金 

連結子会社の内１社は、カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与し

たポイントによる費用負担に備えるため、当連結会計年度末における費用負担見込額を計上してお

ります。 

④ 債務保証損失引当金 

当社と連結子会社の内１社は、債務保証に係る損失に備えるため、当連結会計年度末における損失

発生見込額を計上しております。 

⑤ 利息返還損失引当金 

当社と連結子会社の内１社は、利息制限法上の上限金利を超過して支払われた利息の返還による損

失に備えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しております。 

（追加情報） 

従来、利息制限法の上限金利を超過して支払われた利息の返還による損失については、返還時に損

失処理しておりましたが、『「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高

裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について』（平成18年3月15日 日本

公認会計士協会審理情報No.24号）に基づき、当連結会計年度より期末における損失発生見込額を営

業費用に計上することとしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ4,250百万円減少しております。 

⑥ 退職給付引当金 

当社と連結子会社の内２社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上し

ております。 

なお、過去勤務債務は発生時に一括処理し、数理計算上の差異は主として翌連結会計年度に一括処

理しております。 
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（追加情報） 

当社は退職給付制度のうち９割を基金型確定給付企業年金制度（三洋信販企業年金基金）、１割を

確定拠出年金制度に設定しておりましたが、厚生労働大臣より平成18年２月28日付で三洋信販企業

年金基金の解散の認可を受け、同日を持って解散し、平成18年３月１日から確定拠出型年金制度に

全面移行いたしました。また、この移行に伴う経過措置として、平成18年３月31日現在で満50歳以

上の従業員を対象に退職一時金制度を設定しました。当社は「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、退職給付制度の終了の処理を行っております。

この解散に伴う影響額251百万円を「企業年金基金解散益」として特別利益に計上しております。 

⑦ 役員退職慰労引当金 

当社と連結子会社の内１社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく制度廃止時の支

給予定額を計上しております。 

なお、当制度は当社においては平成11年６月末に、連結子会社の内１社においては平成13年５月22

日をもって廃止となり、「役員退職慰労引当金」は制度適用期間中から在任している役員に対する

支給予定額であります。 

(5) 収益及び費用の計上基準 

① 営業貸付金利息 

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、当社は営業貸付金に係る未収利息について

は、利息制限法利率又は当社約定利率のいずれか低い方により計上しております。 

② 割賦購入あっせん収益 

a 総合あっせん 

(ⅰ)顧客手数料…期日到来基準による残債方式または７・８分法 

(ⅱ)加盟店手数料…発生基準 

b 個品あっせん 

(ⅰ)顧客手数料…期日到来基準による残債方式 

(ⅱ)加盟店手数料…発生基準 

(注)計上方法の主な内容は次のとおりであります。 

残債方式……元本残高に対して、一定の料率で手数料を算出し、期日到来のつど収益計上する

方法 

７・８分法…手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日到来のつど収益計上する方法 

(6) 重要な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。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理によっております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用し、振当処理の要件を満

たす為替予約については振当処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ、為替予約 

ヘッジ対象……変動金利の金融債務等 

③ ヘッジ方針 

社内規程に基づき、金利変動リスクが資金調達コスト(支払利息)に及ぼす影響及び為替変動リスク

が外貨建取引に及ぼす影響を回避するため、ヘッジを行う方針であります。 
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④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ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金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、主として発生連結会計年度の期間費用として処理してお

ります。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時価評価法によっております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は５年間で均等償却しております。 

ただし、重要性がないものについては発生年度に全額償却しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失処理について、連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいて作成しております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を計上しております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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）を適用しております。これにより税金等調整前当期

純利益が873百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

 

表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外費用の「その他の費用」に含めて表示しておりました「新株発行費償却」

は、当連結会計年度において営業外費用の合計額の100分の10を超えることとなったため、区分掲記するこ

とに変更致しました。 

なお、前連結会計年度における「新株発行費償却」の金額は6百万円であります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 個人向け無担保貸付金430,601百万円を含んでお

ります。 

※１ 個人向け無担保貸付金463,075百万円を含んでお

ります。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の

額 

営業貸付金 103,255百万円 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の

額 

営業貸付金 83,817百万円 
※３ 割賦売掛金の残高は次のとおりであります。 

部門別 金額(百万円) 

総合あっせん 34,154 

個品あっせん 414 

合計 34,569  

※３ 割賦売掛金の残高は次のとおりであります。 

部門別 金額(百万円) 

総合あっせん 39,823 

個品あっせん 556 

合計 40,379  
※４ 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 

営業貸付金 2,650百万円

   (2) 対応する債務 

長期借入金 1,500百万円

(うち１年以内返済予定額) (1,000百万円)

上記のほか、営業貸付金 4,872 百万円について債

権譲渡予約契約を締結しており、これに対応する

債務は長期借入金 4,686 百万円（うち 1年以内返

済予定額 2,933 百万円）であります。 

※４ 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 

営業貸付金 1,327百万円

  (2) 対応する債務 

長期借入金 500百万円

(うち１年以内返済予定額) (500百万円)

上記のほか、営業貸付金 1,753 百万円について債

権譲渡予約契約を締結しており、これに対応する

債務は長期借入金 1,753 百万円（うち 1年以内返

済予定額 770 百万円）であります。 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 456百万円 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 527百万円 
 ６ 保証債務 

保証業務に係る保証債務 109,356百万円 

 ６ 保証債務 

保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 137,702百万円

債務保証損失引当金 3,940百万円

差引保証債務 133,761百万円 
 ７ 受取手形裏書譲渡高 506百万円  ７        ―――――   
※８ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

552,744百万円に対する不良債権の状況を開示し

ております。 

※８ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

567,329百万円に対する不良債権の状況を開示し

ております。 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 386 

延滞債権 2,917 

３ヵ月以上延滞債権 9,277 

貸出条件緩和債権 29,924 

合計 42,506  

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 453 

延滞債権 3,690 

３ヵ月以上延滞債権 10,832 

貸出条件緩和債権 33,715 

合計 48,692 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

   １ 破綻先債権とは、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り立て又は弁済

の見込みがないものとして、未収利息を計

上しなかった貸付金(以下、「未収利息不

計上貸付金」)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。 

   １        同左 

   ２ 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のう

ち、破綻先債権に該当しないものでありま

す。 

   ２        同左 

   ３ ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の

支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上

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。 

   ３        同左 

   ４ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を

促進することなどを目的に、利息の支払猶

予等、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。 

   ４        同左 

※９ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約

   営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング

方式による契約(極度借入基本契約)であります。

   同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行なう契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高は、当連結会計年度

末において、1,476,387百万円(当連結会計年度末

に残高のない顧客の融資未実行残高1,386,494百

万円を含む)であります。 

   なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに

影響を与えるものではありません。また、同契約

には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由

があるときは、利用限度枠の範囲内であっても、

当社及び連結子会社が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保全上の措

置等を講じております。 

※９ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約

   営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング

方式による契約(極度借入基本契約)であります。

   同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行なう契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高は、当連結会計年度

末において、1,613,164百万円(当連結会計年度末

に残高のない顧客の融資未実行残高1,511,592百

万円を含む)であります。 

   なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに

影響を与えるものではありません。また、同契約

には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由

があるときは、利用限度枠の範囲内であっても、

当社及び連結子会社が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保全上の措

置等を講じております。 

10 当社及び連結子会社のうち２社においては、当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
17,900百万円

借入実行残高 3,200百万円

差引額 14,700百万円 

10 当社及び連結子会社のうち３社においては、当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
20,700百万円

借入実行残高 4,200百万円

差引額 16,500百万円 
※11 固定負債の「その他」には、連結調整勘定158百

万円が含まれております。 

※11 固定負債の「その他」には、連結調整勘定106百

万円が含まれております 
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※12 当社の発行済株式総数は、37,822千株でありま

す。 

※12 当社の発行済株式総数は、37,939千株でありま

す。 

※13 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 12千株 

※13 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 15千株 
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(連結損益計算書関係) 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 5,599百万円

ポイント引当金繰入額 490百万円

貸倒引当金繰入額 39,166百万円

貸倒損失 1,045百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,187百万円

支払手数料 9,742百万円

従業員給料手当 9,983百万円

賞与引当金繰入額 869百万円

退職給付費用 452百万円

その他人件費 2,599百万円

賃借料 5,988百万円

通信費 3,066百万円

電算業務委託料 3,610百万円 

※１ その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 7,268百万円

ポイント引当金繰入額 701百万円

貸倒引当金繰入額 37,255百万円

貸倒損失 433百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,934百万円

利息返還損失引当金繰入額 4,250百万円

支払手数料 9,790百万円

従業員給料手当 9,889百万円

賞与引当金繰入額 804百万円

退職給付費用 437百万円

その他人件費 2,706百万円

賃借料 4,984百万円

減価償却費 3,216百万円

通信費 3,210百万円

電算業務委託料 3,633百万円 
※２        ――――― ※２ 固定資産売却益の主要項目 

土地 109百万円 
※３ 固定資産売却損の主要項目 

土地 324百万円 

※３        ――――― 

※４ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 173百万円

無形固定資産(その他) 249百万円 

※４ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 420百万円

投資その他の資産(その他) 199百万円 
※５        ――――― ※５ 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において次のと

おり減損損失を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

大阪府 賃貸資産 計３件 土地及び建物等 

福岡県 賃貸資産 計３件 土地等 

大分県 賃貸資産 土地等 

鹿児島県 賃貸資産 土地等 

(2)資産をグルーピングした方法 

当社グループは、管理会計上の区分（事業）を基

礎としてグルーピングを行っております。但し、

消費者金融事業については管理会計上の区分であ

る一定の地域等を基礎とした地区、賃貸用不動産

については各資産をグルーピングの最小単位とし

ております。 

(3)減損損失の認識に至った経緯 

一部の賃貸用不動産において、稼働率の低下及び

時価の著しい下落が確認されたため減損損失を認

識しております。 

(4)減損損失の金額 

建物及び構築物 271百万円

土地 602百万円

有形固定資産（その他） 0百万円

合計 873百万円 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 (5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士による鑑定評価額または路線価

等に基づいて評価しております。 

※６ その他の特別損失の主要項目 

貯蔵品廃棄損 67百万円 

※６ その他の特別損失の主要項目 

貯蔵品廃棄損 55百万円 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定と一致しております。 

 61,725百万円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定と一致しております。 

 45,457百万円 

 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 及び当連結会計年度(自 平成17年４

月１日 至 平成18年３月31日) 

金融サービス事業の営業収益、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益、営業利益及び全

セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 及び当連結会計年度(自 平成17年４

月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 及び当連結会計年度(自 平成17年４

月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

関係内容 
属性 名称 所在地 

資本金 
(百万円) 

事業の内容

議決権等の

被所有割合

(％) 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高

(百万円)

差入 
保証金 

154不動産 
の賃借 

208 

前払費用 18

預り 
保証金 

8

その他の

関係会社

(当該そ

の他の関

係会社の

親会社を

含む) 

朝 日エン

タープラ

イズ株式

会社 

福岡市

博多区 
63 

不動産の売

買・管理及

び 生 命 保

険・損害保

険代理 

(被所有) 
直接:25.0 

  
兼任２名

不動産の

賃貸借 
不動産 
の賃貸 

42 

前受収益 3

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。(但し「差入保証

金」「預り保証金」の期末残高は消費税等を含んでおりません。) 

＜取引条件及び取引条件の決定方針＞ 

(1) 朝日エンタープライズ株式会社からの不動産の賃借に係る差入保証金・家賃については、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を基に検討のうえ決定しております。 

(2) 朝日エンタープライズ株式会社への不動産の賃貸については、近隣の取引情勢に基づいて、一般的取引条

件と同様に決定しております。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

  

関係内容 
属性 名称 所在地 

資本金 
(百万円) 

職業 

議決権等の

所有(被所有)

割合(％) 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高

(百万円)

短期 
借入金 

6,600株式会社福

岡銀行から

の資金借入

18,100 
長期 

借入金 
10,500

前払費用 7

役員及び

その近親

者 

佃亮二 － － 

当社取締役

 

株式会社福

岡銀行代表

取締役会長

(被所有) 
直接:2.7 

  
(被所有) 
直接:0.3 

－ － 
株式会社福

岡銀行への

借入金利息

の支払等 

150 

未払費用 4

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。(但し「短期借入

金」「長期借入金」の期末残高は消費税等を含んでおりません。) 

＜取引条件及び取引条件の決定方針＞ 

佃亮二氏が株式会社福岡銀行の代表者として行った取引であり、他行からの借入と同様に取締役会決議又は社

内規程により決定しております。 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

関係内容 
属性 名称 所在地 

資本金 
(百万円) 

事業の内容

議決権等の

被所有割合

(％) 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高

(百万円)

差入 
保証金 

154不動産 
の賃借 

208 

前払費用 18

預り 
保証金 

8

その他の

関係会社

(当該そ

の他の関

係会社の

親会社を

含む) 

朝 日エン

タープラ

イズ株式

会社 

福岡市

博多区 
63 

不動産の売

買・管理及

び 生 命 保

険・損害保

険代理 

(被所有) 
直接:24.9 

  
兼任２名

不動産の

賃貸借 
不動産 
の賃貸 

38 

前受収益 3

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。(但し「差入保証

金」「預り保証金」の期末残高は消費税等を含んでおりません。) 

＜取引条件及び取引条件の決定方針＞ 

(1) 朝日エンタープライズ株式会社からの不動産の賃借に係る差入保証金・家賃については、不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を基に検討のうえ決定しております。 

(2) 朝日エンタープライズ株式会社への不動産の賃貸については、近隣の取引情勢に基づいて、一般的取引条

件と同様に決定しております。  
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(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

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 

  (繰延税金資産)  

 (1) 繰延税金資産(流動)  

   貸倒引当金の繰入限度超過額 5,224百万円

   貸倒損失の自己否認額 4,139百万円

   債務保証損失引当金の繰入否認

額 
1,288百万円

   事業税 522百万円

   その他 626百万円

     繰延税金資産(流動)合計 11,801百万円

 

 

 

 (2) 繰延税金資産(固定)  

   土地評価損計上否認額 675百万円

   退職給付引当金の繰入否認額 570百万円

   その他 664百万円

     繰延税金資産(固定)小計 1,910百万円

   その他有価証券評価差額金 61百万円

     繰延税金資産(固定)合計 1,972百万円

   繰延税金資産の総合計 13,773百万円

 

 (繰延税金負債)  

   繰延税金負債(固定)  

   その他有価証券評価差額金 174百万円

   特別償却準備金 103百万円

   繰延税金負債の総合計 278百万円

 

   繰延税金資産(又は負債)の純額 13,495百万円

  

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 

  (繰延税金資産)  

 (1) 繰延税金資産(流動)  

   貸倒損失の自己否認額 4,421百万円

   貸倒引当金の繰入限度超過額 2,956百万円

   利息返還損失引当金の繰入否認

額 
1,717百万円

   債務保証損失引当金の繰入否認

額 
1,593百万円

   事業税 736百万円

   その他 732百万円

     繰延税金資産(流動)合計 12,157百万円

 

 (2) 繰延税金資産(固定)  

   土地評価損計上否認額 675百万円

   退職給付引当金の繰入否認額 302百万円

   役員退職慰労引当金の繰入否 

認額 
196百万円

   その他 479百万円

     繰延税金資産(固定)小計 1,654百万円

   その他有価証券評価差額金 101百万円

     繰延税金資産(固定)合計 1,756百万円

   繰延税金資産の総合計 13,914百万円

 

 (繰延税金負債)  

   繰延税金負債(固定)  

   その他有価証券評価差額金 494百万円

   特別償却準備金 71百万円

   繰延税金負債の総合計 565百万円

 

   繰延税金資産(又は負債)の純額 13,348百万円

  
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な項目別の内訳 

   法定実効税率 40.4％

   (調整)  

   持分法による投資損失 0.2％

   関係会社株式売却に伴う影響 △9.3％

ＩＴ投資減税控除額 △0.8％

   住民税均等割等 0.3％

   その他 0.3％

   税効果会計適用後の法人税等 

   の負担率 
31.1％

 

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百分の五以下

であるため注記を省略しております。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
    

① 株式 1,402 1,919 516 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 1,402 1,919 516 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
      

① 株式 876 641 △235 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 876 641 △235 

合計 2,279 2,560 281 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

66 16 ― 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 子会社及び関連会社株式   

 ① 非連結子会社株式 50 

 ② 関連会社株式 406 

合計 456 

(2) その他有価証券  

   非上場株式 2,570 

   投資事業組合への出資 33 

合計 2,603 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
差額(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
    

① 株式 1,364 2,616 1,252 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 1,364 2,616 1,252 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
      

① 株式 852 573 △278 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 852 573 △278 

合計 2,217 3,190 973 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

182 119 10 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 子会社及び関連会社株式   

 ① 非連結子会社株式 60 

 ② 関連会社株式 467 

合計 527 

(2) その他有価証券   

   非上場株式 2,712 

   投資事業組合への出資    20 

合計 2,732 

  

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び連結子会社は、基金型確定給付企業年金制

度、適格退職年金制度、退職一時金制度及び確定拠

出型年金制度を設定している他、早期退職者へ割増

退職金を支給する制度として、早期退職優遇制度を

設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、適格退職年金制度、退職一

時金制度及び確定拠出型年金制度を設定している

他、早期退職者へ割増退職金を支給する制度とし

て、早期退職優遇制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △3,648百万円

②年金資産 2,258百万円

③未積立退職給付債務(①＋②) △1,390百万円

④未認識数理計算上の差異 △22百万円

⑤未認識年金資産 △10百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④＋⑤) 
△1,423百万円

⑥前払年金費用 ―百万円

⑦退職給付引当金(⑥－⑦) △1,423百万円

  

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △1,107百万円

②年金資産 436百万円

③未積立退職給付債務(①＋②) △671百万円

④未認識数理計算上の差異 △83百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④) 
△754百万円

⑥前払年金費用 ―百万円

⑦退職給付引当金(⑤－⑥) △754百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 227百万円

②利息費用 66百万円

③期待運用収益 △4百万円

④数理計算上の差異の処理額 107百万円

⑤確定拠出型年金掛金 47百万円

⑥臨時に支払った割増退職金等 12百万円

⑦退職給付費用 

 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 
457百万円

  うち非連結対象会社負担額 

  (注) 
△4百万円

連結損益計算書計上退職給付費用 452百万円 
(注) 当社より非連結対象会社へ出向している者に対す

る退職給付費用(出向先負担分)を控除しておりま

す。 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 211百万円

②利息費用 65百万円

③期待運用収益 △5百万円

④数理計算上の差異の処理額 18百万円

⑤過去勤務債務の処理額(注1) 81百万円

⑥確定拠出型年金掛金 63百万円

⑦臨時に支払った割増退職金等 6百万円

⑧企業年金基金解散に伴う利益 △251百万円

⑨退職給付費用 

 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦

＋⑧) 

189百万円

  うち非連結対象会社負担額 

  (注2) 
△3百万円

連結損益計算書計上退職給付費用 185百万円

(注) 1.当社において、平成18年3月31日現在で満50歳

以上の従業員を対象に退職一時金制度を設定し

たことによるものであります。 

2.当社より非連結対象会社へ出向している者に対

する退職給付費用(出向先負担分)を控除してお

ります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 

  期間定額基準を採用しております。 

②割引率 1.5～2.0％

③期待運用収益率 0.1～1.0％ 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 

  期間定額基準を採用しております。 

②割引率 1.5～2.0％

③期待運用収益率 0.1～1.0％ 
④数理計算上の差異の処理年数 

    主として翌連結会計年度に一括処理しておりま

す。 

    一部の子会社は、発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理しております。 

  ⑤過去勤務債務の処理年数 

発生時に一括処理しております。 

④数理計算上の差異の処理年数 

    主として翌連結会計年度に一括処理しておりま

す。 

    一部の子会社は、発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理しております。 

  ⑤過去勤務債務の処理年数 

発生時に一括処理しております。 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

５．営業実績 

(1) 営業収益の内訳 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 区分 

金額(百万円) 構成割合(％) 金額(百万円) 構成割合(％)

無担保ローン 123,524 82.1 125,663 80.7

有担保ローン 2,101 1.4 2,453 1.6

無担保有保証ローン 819 0.6 474 0.3
営業貸付金利息 

小計 126,445 84.1 128,591 82.6

割賦購入あっせん

収益 
  4,021 2.7 4,596 3.0

買取債権回収高   5,931 3.9 6,773 4.3

保証料収入   8,467 5.6 10,182 6.5

償却債権回収額 2,947 2.0 2,982 1.9

その他 2,570 1.7 2,558 1.7その他の営業収益 

小計 5,518 3.7 5,541 3.6

合計 150,384 100.0 155,685 100.0

 

(2) その他の指標 

前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 区分 

連結 個別 連結 個別 

営業貸付金残高(百万円) (注) 552,744 419,663 567,329 426,087

 無担保ローン 533,856 400,774 546,893 405,650

 有担保ローン 14,282 14,282 17,350 17,350

 無担保有保証ローン 4,605 4,605 3,086 3,086

口座数(件) 1,112,246 745,264 1,102,170 741,280

 無担保ローン 1,106,116 739,134 1,096,289 735,399

 有担保ローン 2,865 2,865 3,451 3,451

 無担保有保証ローン 3,265 3,265 2,430 2,430

店舗数(店) 1,023 990 973 937

 有人店舗 177 149 173 137

 無人店舗 846 841 800 800

自動契約機設置台数(台) 983 983 931 931

 営業店併設型 141 141 129 129

 独立型 842 842 802 802

従業員数(人) 1,977 1,412 1,985 1,406

貸倒償却額(百万円) 39,261 32,765 39,410 32,746

貸倒引当金残高(百万円) 41,110 34,465 42,585 35,269

(注) 資産流動化によりオフバランスとなった営業貸付金残高（前連結会計年度「連結」103,255百万円「個

別」75,625百万円、当連結会計年度「連結」83,817百万円「個別」70,645百万円）を含めて記載してお

ります。 


