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６．平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要          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       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 26 日       定時株主総会開催日   平成 18 年 6 月 24 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               (注)本個別財務諸表の概要の金額は、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 

 109,265 

  107,281 

（  1.8 ）

（  2.3 ）

29,297 

29,005 

（  1.0 ）

（ 11.6 ）

30,116 

30,073 

（  0.1 ）

（ 12.3 ）

 

 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 

16,749 

21,901 

(△23.5 ) 

( 44.0 ) 

442 37 

580 37 

441 42 

579 95 

7.6 

10.9 

7.2 

7.2 

27.6 

28.0 

(注)①期中平均株式数 18 年 3 月期 37,862,419 株 17 年 3 月期 37,736,515 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 

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

円  銭 

72  00  

72  00  

円  銭

36  00 

31  00 

円  銭

36  00 

41  00 

百万円

2,727 

2,719 

％ 

16.3 

12.4 

％

1.2 

1.3 

 

（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

 

18 年 3 月期 

17 年 3 月期 

百万円 

417,413 

414,862 

百万円

226,461 

211,544 

％ 

54.3 

51.0 

円   銭 

5,971   40   

5,594   92   

(注)①期末発行済株式数 18 年 3 月期 37,924,389 株 17 年 3 月期 37,810,057 株  

②期末自己株式数 18 年 3 月期 15,055 株 17 年 3 月期 12,887 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） 

１株当たりの年間配当金 
 営業収益 経常利益 当期純利益

中 間 期 末  

 

中 間 期 

通 期 

百万円 

55,500 

111,600 

百万円

13,600 

30,700 

百万円

8,200 

18,400 

円  銭

36  00 

－ 

円  銭 

－ 

36  00 

円  銭

－ 

72  00 

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)   485 円 97 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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７．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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  379,491 91.5 383,135 91.8 3,644

１ 現金及び預金  41,808 31,524  △10,283

２ 営業貸付金 
※1,2 

  5,6 
344,037 355,441  11,403

３ 貯蔵品  29 28  △0

４ 前払費用  648 636  △11

５ 繰延税金資産  10,635 10,541  △93

６ 未収収益  6,019 6,302  283

７ 未収入金  7,201 9,487  2,285

８ その他  3,531 4,396  865

  貸倒引当金  △34,420 △35,224  △804

Ⅱ 固定資産  35,370 8.5 34,277 8.2 △1,093

１ 有形固定資産 ※３ 8,289 2.0 7,353 1.8 △935

(1) 建物  2,899 2,464  △435

(2) 構築物  1,303 1,090  △213

(3) 機械及び装置  11 10  △1

(4) 車両運搬具  0 0  △0

(5) 器具備品  777 797  19

(6) 土地  3,282 2,985  △296

(7) 建設仮勘定  12 4  △7

２ 無形固定資産  5,031 1.2 4,616 1.1 △415

(1) ソフトウェア  4,569 4,267  △302

(2) 電話加入権  132 132  ―

(3) その他  329 217  △112

３ 投資その他の資産  22,049 5.3 22,307 5.3 257

(1) 投資有価証券  3,069 3,832  762

(2) 関係会社株式  14,783 14,783  ―

(3) 出資金  29 24  △5

(4) 破産更生債権等 ※５ 67 67  ―

(5) 長期前払費用  289 337  47

(6) 繰延税金資産  1,479 994  △485

(7) 差入保証金  2,237 2,176  △60

(8) その他  137 136  △0

   貸倒引当金  △45 △45  ―

資産合計  414,862 100.0 417,413 100.0 2,550
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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  70,855 17.1 83,457 20.0 12,601

１ 短期借入金  6,600 6,100  △500

２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 48,658 33,138  △15,519

３ 一年以内償還予定の社債  ― 23,000  23,000

４ 未払金  1,680 2,021  341

５ 未払費用  633 620  △13

６ 未払法人税等  5,345 6,342  997

７ 預り金  4,238 4,013  △225

８ 前受収益  18 16  △1

９ 賞与引当金  657 604  △53

10 債務保証損失引当金  3,010 3,582  572

11 利息返還損失引当金  ― 4,000  4,000

12 その他  13 16  3

Ⅱ 固定負債  132,462 31.9 107,493 25.7 △24,968

１ 社債  50,000 27,000  △23,000

２ 長期借入金  80,463 79,165  △1,298

３ 退職給付引当金  1,125 491  △633

４ 役員退職慰労引当金  485 485  ―

５ その他  387 351  △36

負債合計  203,317 49.0 190,951 45.7 △12,366

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※８ 15,931 3.8 16,244 3.9 312

Ⅱ 資本剰余金  33,879 8.2 34,191 8.2 312

資本準備金  33,879 34,191  312

Ⅲ 利益剰余金  161,533 38.9 175,369 42.0 13,836

１ 利益準備金  1,919 1,919  ―

２ 任意積立金   

別途積立金  137,240 156,240  19,000

３ 当期未処分利益  22,373 17,210  △5,163

Ⅳ その他有価証券評価差額金  257 0.1 729 0.2 472

Ⅴ 自己株式 ※９ △56 △0.0 △73 △0.0 △16

資本合計  211,544 51.0 226,461 54.3 14,917

負債及び資本合計  414,862 100.0 417,413 100.0 2,550
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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) 

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  107,281 100.0 109,265 100.0 1,983

１ 営業貸付金利息  95,794 96,151  356

２ 保証料収入  8,387 9,848  1,460

３ その他の営業収益  3,099 3,265  166

Ⅱ 営業費用  78,275 73.0 79,968 73.2 1,692

１ 金融費用  3,711 3.5 3,264 3.0 △447

２ その他の営業費用 ※１ 74,564 69.5 76,704 70.2 2,139

営業利益  29,005 27.0 29,297 26.8 291

Ⅲ 営業外収益  1,116 1.0 847 0.8 △269

１ 受取利息  2 2  △0

２ 受取配当金 ※４ 615 710  94

３ 受取保険配当金  21 ―  △21

４ 投資利益 ※２ 351 ―  △351

５ 投資事業組合運用益  22 ―  △22

６ 割引利益  29 22  △7

７ その他の収益  72 111  39

Ⅳ 営業外費用  48 0.0 28 0.0 △20

１ 新株発行費償却  6 11  4

２ リース契約解約損  35 6  △29

３ その他の費用  6 10  3

経常利益  30,073 28.0 30,116 27.6 43

Ⅴ 特別利益  2,637 2.5 286 0.2 △2,351

１ 投資有価証券売却益  16 34  18

２ 関係会社株式売却益  2,621 ―  △2,621

３ 企業年金基金解散益  ― 251  251

Ⅵ 特別損失  358 0.3 2,939 2.7 2,580

１ 固定資産売却損  ― 2  2

２ 固定資産除却損 ※３ 358 403  44

３ 減損損失 ※５ ― 300  300

４ 投資有価証券売却損  ― 10  10

５ 利息返還金  ― 2,199  2,199

６ リース契約解約損  ― 17  17

７ その他の特別損失  ― 5  5

税引前当期純利益  32,352 30.2 27,463 25.1 △4,888
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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) 

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) 

法人税、住民税 

及び事業税 
 9,608 9.0 10,455 9.6 847

法人税等調整額  843 0.8 259 0.2 △584

当期純利益  21,901 20.4 16,749 15.3 △5,151

前期繰越利益  1,641 1,823  181

中間配当額  1,169 1,362  193

当期未処分利益  22,373 17,210  △5,163

   

 

(3) 利益処分案 

  

  
前事業年度 

(平成17年３月期) 

当事業年度 

(平成18年３月期) 
増減 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  22,373 17,210 △5,163

Ⅱ 利益処分額  20,550 15,365 △5,184

１ 配当金  1,550 1,365 △184

２ 任意積立金   

別途積立金  19,000 14,000 △5,000

Ⅲ 次期繰越利益  1,823 1,845 21

   

(注) １ 前事業年度は、平成16年12月６日に1,169百万円(１株につき31円00銭)の中間配当を行いました。 

２ 当事業年度は、平成17年12月６日に1,362百万円(１株につき36円00銭)の中間配当を行いました。 
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重要な会計方針 

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 

(2) その他有価証券 

① 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) 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

  最終仕入原価法 

３ 固定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 ７～50年 

構築物 10～20年 

機械及び装置 15年 

車両運搬具 ６年 

器具備品 ６～８年 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、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(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。 

４ 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。  

５ 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。 

① 一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

② 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、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 
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(3) 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、当事業年度末における損失発生見込額を計上しております。 

(4) 利息返還損失引当金 

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、当事業年度末にお

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、当事業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、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,000

百万円減少しております。 

(5) 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の額に基づき、当事業年度末にお

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翌事業年度に一括処理しております。 

（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。 

(6) 役員退職慰労引当金 

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、当制度は平成11年６月末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。 

６ 収益及び費用の計上基準 

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、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。 

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。 

８ 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 

ヘッジ対象……変動金利の金融債務 
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(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)に及ぼす影響を回避するため、ヘッジ

を行う方針であります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、すべて特例処理を採用しているため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 

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、発生事業年度の期間費用としております。 

 

会計処理の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。これにより税引前当期純利益は300百万

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。 

 

表示方法の変更 

（損益計算書） 

前事業年度において区分掲記しておりました営業外収益の「受取保険配当金」、「投資事業組合運用益」は、

当事業年度において金額が僅少となったため、営業外収益の「その他の収益」に含めて記載しております。 

なお、当事業年度における「受取保険配当金」の金額は12百万円、「投資事業組合運用益」の金額は2百万

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 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 個人向け無担保貸付金325,149百万円を含んでお

ります。 

※１ 個人向け無担保貸付金335,004百万円を含んでお

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 75,625百万円 

※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 70,645百万円 
※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

 7,631百万円 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

 7,828百万円 
 ４ 保証債務 

保証業務に係る保証債務 103,955百万円 

 ４ 保証債務 

保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 126,002百万円

債務保証損失引当金 3,582百万円

差引保証債務 122,419百万円 
※５ 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

419,663百万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 22 

延滞債権 ― 

３ヵ月以上延滞債権 8,473 

貸出条件緩和債権 26,947 

合計 35,442  

※５ 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

426,087百万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 22 

延滞債権 626 

３ヵ月以上延滞債権 9,948 

貸出条件緩和債権 30,626 

合計 41,223  
 (注) 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。 

 (注) 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 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※６ 営業貸付金の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

返し融資を行う契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高は、当事業年度末に

おいて145,455百万円(当事業年度末に残高のない

顧客の融資未実行残高100,521百万円を含む)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。 

※６ 営業貸付金の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

返し融資を行う契約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高は、当事業年度末に

おいて148,438百万円(当事業年度末に残高のない

顧客の融資未実行残高104,255百万円を含む)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。 

７ 当社は、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

事業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 
15,500百万円

借入実行残高 2,600百万円

差引額 12,900百万円 

７ 当社は、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

事業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 
5,500百万円

借入実行残高 2,100百万円

差引額 3,400百万円 
※８ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式数 

普通株式 84,335,500株

   定款の定めにより株式の消却が行われた場合に

は、会社が発行する株式について、これに相当

する株式数を減ずることとなっております。 

発行済株式総数 

普通株式 37,822,944株 

※８ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株式数 

普通株式 84,335,500株

   定款の定めにより株式の消却が行われた場合に

は、会社が発行する株式について、これに相当

する株式数を減ずることとなっております。 

発行済株式総数 

普通株式 37,939,444株 
※９ 自己株式の保有数 

普通株式 12,887株 

※９ 自己株式の保有数 

普通株式 15,055株 
10 配当制限 

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257百

万円であります。 

10 配当制限 

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729百

万円であります。 
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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 その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 4,621百万円

貸倒引当金繰入額 32,536百万円

貸倒損失 695百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,010百万円

従業員給料手当 6,548百万円

賞与引当金繰入額 657百万円

退職給付費用 360百万円

その他人件費 1,821百万円

賃借料 5,317百万円

減価償却費 2,257百万円

電算業務委託料 2,267百万円

支払手数料 3,370百万円 

※１ その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 6,244百万円

貸倒引当金繰入額 30,119百万円

貸倒損失 404百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,582百万円

利息返還損失引当金繰入額 4,000百万円

従業員給料手当 6,546百万円

賞与引当金繰入額 604百万円

退職給付費用 367百万円

その他人件費 1,678百万円

賃借料 4,371百万円

減価償却費 2,393百万円

電算業務委託料 2,461百万円

支払手数料 3,616百万円 
※２ 投資利益の内容 

   レバレッジド・リースに係るものであります。 

※２        ――――― 

※３ 固定資産除却損の内容 

建物 67百万円

構築物 20百万円

器具備品 14百万円

無形固定資産(その他) 249百万円

長期前払費用 7百万円

合計 358百万円 

※３ 固定資産除却損の内容 

建物 244百万円

構築物 139百万円

器具備品 19百万円

長期前払費用 0百万円

合計 403百万円 

※４ 関係会社との取引 

受取配当金 584百万円 

※４ 関係会社との取引 

受取配当金 681百万円 
※５        ――――― ※５ 減損損失 

      当社は、当事業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 

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。 
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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) 

 (4)減損損失の金額 

建物 3百万円

構築物 0百万円

土地 296百万円

合計 300百万円

(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、路線価等に基づいて評価しております。 

６ 金融収益を営業収益、営業外収益に区分する基準

金融収益は原則として営業収益に含めております

が、投資有価証券に係る受取利息、受取配当金等

は営業外収益に計上しております。 

６ 金融収益を営業収益、営業外収益に区分する基準

同左 

 ７ 金融費用を営業費用、営業外費用に区分する基準

   金融費用は原則として営業費用に含めております

が、固定資産取得目的の借入金等、資金コストが

明らかに営業収益と対応していない場合の支払利

息等は営業外費用に計上しております。 

 ７ 金融費用を営業費用、営業外費用に区分する基準

同左 

 

(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。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 27,774 17,742

合計 10,031 27,774 17,742

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

  

当事業年度(平成18年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 37,875 27,843

合計 10,031 37,875 27,843

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 
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(税効果会計関係) 
  

前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(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 5,045百万円

   貸倒損失の自己否認額 3,634百万円

   債務保証損失引当金の繰入否 

   認額 
1,216百万円

   事業税 418百万円

   その他 320百万円

     繰延税金資産(流動)合計 10,635百万円

 

 

 (2) 繰延税金資産(固定)  

   子会社株式評価損否認額 18,961百万円

   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 454百万円

   その他 524百万円

     繰延税金資産(固定)小計 20,615百万円

   評価性引当額 △18,961百万円

     繰延税金資産(固定)合計 1,654百万円

     繰延税金資産の総合計 12,289百万円

 

 (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

     繰延税金負債の総合計 174百万円

 

   繰延税金資産(又は負債)の純額 12,115百万円 

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 3,875百万円

   貸倒引当金の繰入限度超過額 2,774百万円

   利息返還損失引当金の繰入否 

   認額 
1,616百万円

債務保証損失引当金の繰入否 

   認額 
1,447百万円

事業税 485百万円

   その他 342百万円

     繰延税金資産(流動)合計 10,541百万円

 (2) 繰延税金資産(固定)  

   子会社株式評価損否認額 18,961百万円

   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 198百万円

役員退職慰労引当金の繰入否 

   認額 
196百万円

   その他 418百万円

     繰延税金資産(固定)小計 20,450百万円

   評価性引当額 △18,961百万円

     繰延税金資産(固定)合計 1,488百万円

     繰延税金資産の総合計 12,030百万円

 

 (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

     繰延税金負債の総合計 494百万円

 

   繰延税金資産(又は負債)の純額 11,535百万円

  

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)  

  関係会社株式評価損認容 △6.7％

  ＩＴ投資減税控除額 △1.0％

  益金不算入の受取配当金 △0.7％

  地方税均等割 0.3％

  その他 0.0％

  税効果会計適用後の法人税等の 

  負担率 
32.3％

 

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。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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８．役員の異動（平成18年６月24日付） 

(1) 代表者の異動 

① 就任予定代表取締役 

 代表取締役社長  松本 睦彦（現 当社特別顧問） 

② 退任予定代表取締役 

 代表取締役社長  小野 晃熙（当社相談役に就任予定） 

(2) その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 

  取締役 常務執行役員経営企画部長  木山 博明（現 当社常務執行役員経営企画部長） 

  取締役 常務執行役員営業本部長   山元 俊英（現 当社常務執行役員営業本部長） 

  取締役 常務執行役員債権管理本部長 松尾 卓男 

（現 ポケットカード株式会社 取締役 常務執行役員） 

② 新任監査役候補 

  （非常勤）監 査 役 緑川 正博 

  （非常勤）補欠監査役 村松  修（現 当社顧問） 

③ 退任予定取締役 

  取締役 井村 憲昭 

④ 退任予定監査役 

該当事項はありません。 

⑤ 役職の異動 

  取締役 常務執行役員 椎木 正治（現 当社取締役） 

 




