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平成18年３月期   決算短信（連結）                     平成18年 ５ 月 ８ 日 

 

上場会社名 株式会社 ニッシン  上 場 取 引 所 東京証券取引所 

コード番号 8571   本社所在都道府県  愛媛県 

（URL http://www.nisgroup.jp/）   

代 表 者 役職名 代表取締役社長兼執行役員 氏名 嵜 岡  邦 彦  

問 合 せ 責 任 者 役職名 専 務 取 締 役 兼 執 行 役 員 氏名 檜 垣    均   TEL （03） 3348-2424 （代表）

決 算 取 締 役 会 開 催 日 ： 平成18 年 ５ 月 ８ 日  

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）本連結決算短信及び添付資料中の金額は、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  60,991 （  33.0 ）   12,784 （   48.3 ）   12,785 （   48.8 ）   

17 年 ３月 期  45,867 （   0.4 ）   8,619 （ △25.4 ）   8,592 （ △22.7 ）   

  

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たりの当期純利益 

株主資本当 

期純利益率 

総  資  本

経常利益率

売  上  高

経常利益率

        百万円       ％  円   銭 円   銭 ％ ％ ％

18 年 ３月 期  9,033 （   38.4 ）   6 91 6 50 12.4 4.4 21.0 

17 年 ３月 期  6,525 （    5.5 ）   12 67 11 53 10.9 4.0 18.7 

（注）  ①持分法投資損益        18 年 ３月期        △60 百万円    17 年 ３月期     △92 百万円   

②期中平均株式数（連結）  18 年 ３月期     1,292,467,492 株   17 年 ３月期    508,678,311 株   

③当社は、平成17年５月20日付及び平成17年11月18日付でそれぞれ１株につき1.2株及び１株につき２株の割合をもって株式分割しております。 

④会計処理の変更   有 

⑤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、対前期比増減率を示しております。 

 

(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 

 百万円  百万円 ％  円    銭  

18 年 ３月 期  350,861 79,824 22.8 58 35 

17 年 ３月 期  226,287 65,793 29.1 127 11 

（注）   ①期末発行済株式数（連結）  18 年３月期 1,366,419,607 株  17 年３月期 516,981,278 株   

②当社は、平成17年５月20日付及び平成17年11月18日付でそれぞれ１株につき1.2株及び１株につき２株の割合をもって株式分割しております。 

 

(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 

              百万円  百万円 百万円 百万円

18 年 ３月 期  △89,882  △17,144 102,574 21,105 

17 年 ３月 期  16,202 △15,825 4,765 25,376 

 

(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 20 社 持分法適用非連結子会社数     ― 社    持分法適用関連会社数     10 社 

 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結  （新規） ９社     (除外)   ― 社            持分法  （新規）    ３社         (除外)     ― 社 

 

2． 19 年3 月期の連結業績予想 

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  

32,000 

68,000 

6,500 

14,200 

3,500 

7,600 

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） 2 円78 銭 

（注）  ①当社は、平成18年４月１日付で株式を１株につき２株の割合をもって分割するため、1 株当たり予想当期純利益（通期）は分割を考慮した期末発行

済株式数（2,732,839,214 株）に基づいて算出しております。なお期末発行済株式数によった場合には 5 円56 銭となります。 

②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、当社が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場合がありま

すので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。なお、上記予想の前提条件、その他の関連する事項に

つきましては、添付資料６～10 ページをご覧下さい。
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【添付資料】 

当社グループは、当社（㈱ニッシン）と子会社20社および関連会社10社で構成され、総合金融サービス事業を主たる事業内容とし
て展開しており、そのグループ各社の位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は以下のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメント 事業区分 会社名 事業内容 

㈱アプレック （連結子会社） 他 持分法適用関連会社 2

社 
無担保・有担保ローン 

事業者向けローン事業 

消費者向けローン事業 
無担保・有担保ローン、不動産ファイナンス 

当  社 

事業者向け消費者向け無担保・有担保ローンの保証 
信用保証事業 

売掛債権保証、不動産賃貸に係る信用保証 
ＮＩＳリース㈱ （連結子会社） 

国内におけるリース、割賦、レンタル 
リース事業 

日新租賃（中国）有限公司 （連結子会社） 中華人民共和国におけるリース、割賦、レンタル 

証券事業 ＮＩＳ証券㈱ （連結子会社） 投資銀行業務 

総合金融サービス事業 

金融仲介サービス事業 
ウェッブキャッシング・ドットコム㈱ （持分法適用関連会

社） 
インターネットによる金融仲介サービス 

ニッシン債権回収㈱ （連結子会社） 特定金銭債権の債権買取、管理回収、管理回収受託 

債権管理回収事業 
債権管理回収事業 

（サービサー事業） 
(有)ジェイ・ワン・インベストメンツ （連結子会社） 

他 連結子会社7社 持分法適用関連会社6社 
特定金銭債権の債権買取・共同債権買取等 

不動産関連事業 
ＮＩＳ不動産㈱ （連結子会社） 

他 連結子会社1社 持分法適用関連会社1社 
不動産売買・仲介・賃貸および鑑定等 

その他の事業 

その他事業 連結子会社5社 事業者支援事業等 

（注） 1. NIS証券㈱（旧 山源証券㈱）は、平成17年５月１日付で商号変更いたしました。 

2.  平成17年12月２日付で事業者向けローン事業を行う㈱アプレックの株式をＴＯＢにより取得し、連結子会社といたしました。 

3. 日新租賃(中国)有限公司（旧商号 松山日新投資管理(上海）有限公司）は、事業コンサルティング等その他の事業を営んでおりましたが、平成17年９月14日付で中華人

民共和国におけるリース事業の認可を取得し、松山日新租賃(上海)有限公司に商号変更を行い、リース事業を開始いたしました。また、平成18年３月13日付で事業地域を

中華人民共和国全体へ拡大したことを契機に現商号へ変更いたしました。 

4.  ニッシン債権回収㈱は東京証券取引所マザーズ市場に、㈱アプレックはジャスダック証券取引所に上場しております。 

5.  上記のうち、ニッシン債権回収㈱、ＮＩＳリース㈱、日新租賃（中国）有限公司、ＮＩＳ証券㈱は特定子会社であります。 

6. 新生ビジネスファイナンス㈱（持分法適用関連会社）は、平成18年４月14日付で当社持分割合が20％未満となり、影響力基準に照らし関係会社ではなくなっております。 

 

なお、事業の系統図は次のとおりであります。 
 

特定金銭債権の債権買取 
サービサー事業 

 

証券事業 

リース事業 

リース事業・信用保証事業 

事業者向けローン事業 

金融仲介サービス事業 

ウェッブキャッシング･ドットコム㈱ 
（持分法適用関連会社） 

㈱アプレック 
（連結子会社） 

他持分法適用関連会社２社 

ＮＩＳリース㈱ 
（連結子会社） 

ＮＩＳ証券㈱ 
(連結子会社) 

当  社 
消費者向けローン事業 
事業者向けローン事業 
信用保証事業 

日新租賃(中国)有限公司 
（連結子会社） 

ニッシン債権回収㈱ 
（連結子会社） 

(有)ジェイ・ワン・インベストメンツ 
（連結子会社） 

他連結子会社７社 

お  客  様 
総合金融サービス事業 債権管理回収事業 

管
理
回
収
受
託 

リース・割賦・レンタル 

中国における 
リース・割賦・レンタル 

投資銀行業務 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る 

各
種
ロ
ー
ン
の
顧
客
開
拓
業
務 

無
担
保
ロ
ー
ン
、
有
担
保
ロ
ー
ン
、 

事業者支援事業等 
連結子会社５社 

事業者支援事業 

特定金銭債権の債権 
買取・共同債権買取等 

不動産売買・仲介・賃貸 
及び鑑定等 

持分法適用関連会社６社 
特定金銭債権の債権 
買取・共同債権買取等 

不動産関連事業 

ＮＩＳ不動産㈱、 ㈱ＮＩＳリアルエステート 
（連結子会社） 

他持分法適用関連会社1社 

その他の事業 

匿名組合出資 

国内における 

売掛債権保証、 
不動産賃貸に係る信用保証 

管理回収、管理回収受託 

不
動
産
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス 

個
人
及
び
事
業
者
向
け
ロ
ー
ン
の
保
証 
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2. 経営方針 

 

(1)経営の基本方針 

 

当社グループは、「進取」「親愛」「信頼」を社是とし、人間尊重の精神に基づき、正直営業と誠実経営を行い、

公正な競争を通じて豊かな社会の形成に貢献していくことを経営理念としております。お客様の様々な資金需要を

先取りし、環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、常に進化することを心がけ、株主の皆様の負託におこたえ

しながら成長していくことを基本方針としております。 

当社グループは、中小零細企業のフィナンシャル・ニーズに対応するとともに、社会的な存在意義を高め、企業

価値、株主価値の向上に努めることが重要であるとの認識から、法令を遵守し、成長性、収益性、社会性を兼ね備

えたナンバーワン・ノンバンク・グループを目指しております。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと位置付けており、企業価値の向上を図りつつ、経済・金融情勢、

今後の事業展開等を勘案し、増配及び株式分割等の株主還元策を実施してまいりました。今後につきましても利益配当に関する基

本方針として、連結当期純利益の30%を目安として安定した利益配当に努めてまいります。 

内部留保金の使途につきましては、新たなビジネスモデルの構築、更なる成長に向けた戦略的な投資等に活用し、将来における

事業体質の強化に資することにしております。 

また、当連結会計年度におきましても、当社グループの役員・従業員等を対象としたストックオプション制度を実施しており、

今後も、同制度を継続的に採用することにより、当社グループの事業に従事する者の業績向上に対する士気や意欲を高め、社内の

利益配分と株主利益を一層連動させ、企業価値、株主価値の極大化を図ってまいる所存であります。 
 

(3)目標とする経営指標 

 

当社グループは、株主資本の効率的運用と財務体質の強化を図り、収益性と安定性を総合的に向上させるため、目標とする経営

指標として株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視しており、15％を目標としております。 

 

(4)中長期的な会社の経営戦略 

 

当社は、中期的な経営ビジョンとして「トータル・フィナンシャル・ソリューション・プロバイダー」を掲げており、成長過程

で多様化するお客様のニーズに対応するため、グループシナジーの拡大、様々な企業との提携による外部パートナーの拡充や、融

資（デッド）、出資（エクイティ）を組み合わせた事業資金の提供等により、お客様と共に成長するナンバーワン・ノンバンク・グ

ループを実現してまいります。 

 

(5)会社の対処すべき課題 

 
激化する競争の中で他社との差別化を図り、各種事業を積極かつ効率的に展開していくために、①「内部統制の強化」によるレピ

ュテーション管理、②融資（デット）、出資（エクイティ）、戦略提案などにより、顧客の多様化するニーズに対応するため「営業体

制の強化」、③「審査体制の強化」を図るとともに、④「安定した資金調達」を背景とした良質資産の拡大により、収益の確保に努め

てまいります。 
 

①内部統制の強化 
 当社では、ニューヨーク証券取引所に上場していることから、「米国企業改革法（Sarbanes－Oxley Act）」に基づく内部統制体制

の整備を進めており、当社グループを取り巻く経営環境に迅速かつ的確に対応すべくリスク管理体制を強化するとともに、グルー

プに関連する各種法令・規則等の遵守を徹底することによりコンプライアンス体制の一層の充実を図り、更には執行役員制度の充

実により経営・監督と業務執行の責任と権限を明確化し、経営監視体制の強化に努めております。 
 

②営業体制の強化 
 案件ごとに異なる顧客属性や顧客ニーズを的確に把握し、それぞれに当社グループが提供できうる 良のサービスを提供するべ

く、営業体制に係る業務フロー・人員配置等について、市場の変化に迅速に対応できる体制を目指すとともに、教育研修の拡充お

よびジョブローテーションによる営業社員のスキル向上により、営業体制の強化を推進してまいります。 
また、グループ内にて重複している業務等の見直しを定期的に行い、専門性の高い人材確保を図るとともに、的確な把握、迅速

な対応、実行の徹底およびその効果を把握するために効率的かつ実効的な体制の確立を図ってまいります。 
 

③審査体制の強化 
 良質な資産の拡大を図るべく入口段階での案件選別、リスクに応じた与信および重点戦略により増加する案件に対応するため、

迅速な審査処理を徹底するとともに、フィナンシャル・ソリューションに対応するべく顧客の事業内容、規模等さまざまな要素に
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よる適正な審査判断を行うため、グループ各社の審査部門において専門性の高い人材の確保とスキル向上を図ってまいります。 
 

④安定した資金調達 
 事業規模拡大のために必要不可欠な資金調達につきましては、従来の間接調達、社債発行枠拡大・資産流動化等に加えて、多様

化する顧客ニーズに機動的な対応をするために、ＣＰ発行枠・コミットメントライン契約等の拡大を推進しており、資金調達にお

ける機動性と安定性の確保を図るとともに、資金調達環境の変化にも迅速に対応できる体制を整備してまいります。 
 
 

3. 経営成績及び財政状態 
 
(1)当連結会計年度の経営成績 
 

当連結会計年度におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益・企業の景況感に底堅さがみられ、一部企業の潤沢な手元資金

が株式市場・不動産市場に流入し活況を呈しつつあり、雇用・個人消費にも回復の動きが継続しております。一方で大企業の生産

活動の拡大による原材料の高騰、財政再建や社会保障制度といった日本経済が抱える不安要因は払拭されてはおらず、信用力の低

い中小零細企業・新興企業等が成長に必要な資金を十分確保できる状況には至っておりません。 

中核事業である総合金融サービス事業における事業者向け金融業界においては、企業の積極的な事業活動を背景とした資金ニー

ズの増加、大都市を中心とした不動産市場の活性化に伴う不動産ファイナンス・ニーズが増加しており、リース業界においても、

企業の設備投資の拡大により、リース取扱高が増加傾向にあります。消費者向け金融業界においては、自己破産件数は減少してき

ているものの、弁護士等の介入による債務整理等の増加により利息返還金が増加するなど、予断を許さない状況にあります。 

また、事業者向け金融業界・消費者向け金融業界の双方において、業種業態の垣根を超えた金融再編による顧客獲得競争が激化

しております。 

債権管理回収事業（サービサー事業）においては、都市銀行及び大手地銀による不良債権処理がピークを越えたことから、債権

の買取競争は激しくなっているものの、不動産市況の回復に伴う不動産担保付債権や地域金融機関による不良債権処理等により、

不動産の流動化市場は活発化しております。 

この様な経営環境のもと当社グループは、経営ビジョンである「トータル・フィナンシャル・ソリューション・プロバイダー」

への進化を目指し、総合金融サービス事業、債権管理回収事業を収益の２本柱として、フィナンシャル・ソリューションの拡充、

派生事業の育成強化に取組みました。 

その結果、当連結会計年度における営業収益は、ローン事業における不動産ファイナンス等を中心とした営業貸付金残高の伸長

に伴う営業貸付金利息・諸掛手数料収入の増加、債権管理回収事業における買取債権回収高及び買取不動産売却収入の増加、リー

ス事業の拡大に伴うリース・割賦売上高の増加により、前連結会計年度比15,124百万円（33.0%）増加の60,991百万円になりまし

た。また、営業利益は、ローン事業において利息返還損失引当金の計上があったものの、各種事業における原価率の低下や効率的

な事業活動を推進したことにより、前連結会計年度比4,165百万円（48.3%）増加の12,784百万円、経常利益は前連結会計年度比

4,192百万円（48.8%）増加の12,785百万円、当期純利益は前連結会計年度比2,507百万円（38.4%）増加の9,033百万円となりま

した。 

 
【事業の種類別セグメントにおける概況】 

 
①総合金融サービス事業 

（ａ）ローン事業 

基幹事業であるローン事業につきましては、事業者向け無担保ローン・有担保ローン（不動産ファイナンス）を中心に推進

しており、グループシナジーの拡大を図るため、ネットワークの拡充と効率化に努めました。消費者向けローンにつきまして

は、店舗集約による効率化を図りながら、良質債権の拡大に注力いたしました。 

また、平成17年12月に九州地区を基盤とした事業者向けローン事業を行う㈱アプレックをＴＯＢにより株式取得し連結子

会社といたしました。 

この結果、営業貸付金の貸付高は前連結会計年度比88,133百万円（74.2％）増加の206,946百万円となり、営業貸付金残

高は前連結会計年度比78,932百万円（54.3%）増加の224,240百万円となりました。 

 
（ｂ）信用保証事業 

信用保証事業につきましては、事業者向け無担保ローン・有担保ローン及び消費者向け無担保ローンの保証を行っており、

ローン事業で蓄積された与信ノウハウと提携先等が保有する顧客基盤やブランドを活用し、更なるシナジーの追求による事業

拡大と効率化に努めました。 

  
この結果、保証債務残高（債務保証損失引当金控除後）につきましては、前連結会計年度比4,890百万円（66.7%）増加の

12,220百万円となりました。  
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（ｃ）リース事業 

リース事業につきましては、ＮＩＳリース㈱により、既存のリースマーケットでは十分に満たされなかった中小零細事業者

の出店や事業拡大等に伴う設備投資に係る資金ニーズへの対応を中心としたリース・割賦等の金融サービスを推進した結果、

リース資産及び割賦債権（割賦未実現利益を除く）は前連結会計年度比2,879百万円(50.0%)増加の8,636百万円となりま

した。 

なお、日新租賃（中国）有限公司（松山日新租賃（上海）有限公司より商号変更 連結子会社）が平成17年9月14日付

で中華人民共和国におけるリース事業の認可を取得し、営業を開始いたしました。 

 
（ｄ）証券事業 

証券事業につきましては、ＮＩＳ証券㈱により、新興市場上場企業、中小零細企業等に対する資金調達手法の提案・提供な
どの投資銀行業務を推進しております。 

 
これらの結果、総合金融サービス事業における営業収益は、前連結会計年度比6,084百万円（17.8%）増加の40,127百万円、

営業利益は前連結会計年度比574百万円（8.7%）増加の7,169百万円となりました。。 
 
②債権管理回収事業 

債権管理回収事業につきましては、ニッシン債権回収㈱により金融機関等に対する積極的な営業活動による特定金銭債権買

取の拡大、顧客の再生と収益確保に配慮した効率的な回収業務、並びに不動産関連業務の強化に努めたことから、買取債権及

び買取不動産の合計残高は前連結会計年度比14,634百万円（94.2%）増加の30,165百万円となりました。営業収益は、前連結

会計年度比5,973百万円（51.2%）増加の17,644百万円、営業利益は前連結会計年度比3,067百万円（159.2%）増加の4,994

百万円となりました。 

 
③その他の事業 

その他の事業につきましては、不動産収益物件に対する投資を積極的に推進しているＮＩＳ不動産㈱を中心とする不動産関連

事業の他、事業者支援事業等を行っており、営業収益は3,065百万円増加の3,219百万円（前連結会計年度は154百万円）、営

業利益は128百万円（前連結会計年度は営業損失51百万円）となりました。 

 
(2)財政状態 
 

①資産、負債及び資本の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ124,574百万円（55.1％）増加の350,861百万円、資本合計は前連結

会計年度末に比べ14,031百万円（21.3％）増加の79,824百万円となり、株主資本比率は6.3ポイント減少の22.8％となりまし

た。 

 

（資産の部） 

当連結会計年度末の総資産は、不動産市況の活性化による不動産ファイナンス（不動産担保付融資）を中心として商業手形及

び営業貸付金が前連結会計年度末に比べ78,932 百万円（54.3％）増加の224,240 百万円となったこと及び債権管理回収事業の

積極的な事業拡大により買取債権及び買取不動産の合計額が前連結会計年度末に比べ14,634百万円（94.2％）増加の30,165百

万円となったことに加え、主に当社グループ事業とのシナジーが見込まれる企業やベンチャー企業への投資等により投資有価証

券が前連結会計年度末に比べ10,266百万円（42.4％）増加の34,501百万円となったことから前連結会計年度末に比べ124,574

百万円（55.1％）増加の350,861百万円となりました。 

 

（負債の部） 

当連結会計年度末の負債合計は、営業資産の増加に伴い短期・長期有利子負債が97,322 百万円（65.2％）増加の246,682 百

万円となったことから前連結会計年度末に比べ109,285百万円（68.6％）増加の268,629百万円となりました。 

 

（資本の部） 

当連結会計年度末の株主資本は、投資有価証券の売却に伴いその他有価証券評価差額金が前連結会計年度末に比べ2,837百万

円（35.8％）減少の5,097百万円となったものの、転換社債の転換等により資本金及び資本剰余金が合計で9,124百万円（50.0％）

増加の27,368 百万円となったこと及び当期純利益9,033百万円の計上による利益剰余金の増加があったことから前連結会計年

度末に比べ14,031百万円（21.3％）増加の79,824百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、積極的な事業活動による営業資産の増加により、

前連結会計年度末に比べ4,271百万円（16.8％）減少の21,105百万円となりました。 
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（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キャッシュ・フローは、89,882百万円の減少（前連結会計年度は16,202百万円の増

加）となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が16,311 百万円（前連結会計年度比4,948百万円の増加）となった

ものの、ローン事業において不動産ファイナンス（不動産担保融資）を中心とした営業貸付金の純増加による資金の減少が82,894

百万円（前連結会計年度は 20,994 百万円の資金の増加）となったこと及び債権管理回収事業において積極的な事業活動に伴う

買取債権の純増加による資金の減少が10,187百万円（前連結会計年度は10,188百万円の資金の減少）となったことによるもの

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、17,144百万円の減少（前連結会計年度は15,825百万円の減

少）となりました。これは、主に当社グループ事業とのシナジーが見込まれる企業やベンチャー企業への投資等に伴う投資有価

証券の取得による資金の減少と不動産等に対する匿名組合出資金への出資に伴う出資金の増加による資金の減少によるもので

あります。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、102,574百万円の増加（前連結会計年度は4,765百万円の増

加）となりました。これは、主に有利子負債の増加に伴う資金の増加額99,243 百万円（前連結会計年度は2,486百万円の資金

の増加）によるものであります。 

 
(3)経営指標のトレンド 
 

 
 

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 24.3％ 22.0％ 25.9％ 29.1％ 22.8％ 

時価ベースの自己資本
比率 30.6％ 30.1％ 51.6％ 68.5％ 100.5％ 

債務償還年数 9.4年 7.6年 7.2年 13.7年 33.7年 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 4.0倍 5.4倍 5.8倍 3.7倍 2.7倍 

・自己資本比率：自己資本／総資産 
・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（期末株価終値）／総資産 
・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
(注) ①いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

②営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローから、営業貸付金等
に係る収入・支出を除いた数値を使用しております。 

③有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
 
(4）事業等のリスクについて 

 

当社グループの経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあります。なお、文

中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

 ただし、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものではなく、将来の出来事から発生する重要かつ予測不可能な影響等に

よって、新たなリスクや不確実な要素が発生する可能性があります。 

 

①経営環境上の要因によるリスク 

（ａ）経済環境の悪化 

経済としては大企業を中心とした企業収益増加等により改善の傾向が継続しておりますが、今後、経済環境が再び悪化する場

合には、貸倒関連費用の増加や新規顧客数が減少する可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を与え

る可能性があります。 

 

（ｂ）大手金融機関、ＩＴ企業等の異業種参入による顧客獲得競争の激化 

顧客獲得競争は激化しており、今後優良顧客の獲得が十分にできなかった場合又は優良顧客を奪われた場合は、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｃ）業界全般及び当社グループに対するネガティブな報道、不祥事の影響 
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当社グループの従業員又は取締役によって、越権行為、無断で行った処理又は失敗した処理の隠蔽、機密情報の不正使用及び

個人情報の漏洩などの不祥事が発生した場合、法的な制裁及び責任を負うことになる他、当社グループの信用及び財政状態に深

刻な被害等をもたらす可能性があります。 

法令遵守については、重要な経営課題として認識し取組んでおりますが、将来にわたり常に不祥事を防止又は検知できるとは

限りません。また、当社グループ内において未然に防止できたしても、金融業界全体に影響を与えるような同業他社の不祥事に

よって顧客側に有利な法律又は規則の導入が行われた場合は、当社グループの信用及び財政状態に重要な影響を与える可能性が

あります。 

 

 

②法的規制の要因によるリスク 

（ａ）日本国内の法律による規制等について 

ⅰ）ローン事業に関する規制 

・貸付金利の規制 

貸付金利につきましては、貸付上限金利について「出資法」により年29.20％と定めており、当社グループの各社では、

いずれも出資法上の規制金利以下の金利を上限として貸付を行っております。しかし、平成15年８月１日に公布された「貸

金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」（以下、「改

正貸金業規制法・出資法」という）において、規制金利については改正貸金業規制法・出資法の施行後３年（平成 19 年１

月）を目処として、必要な見直しを行うとされております。 

また、「利息制限法」第1条第1項において、利息の 高限度（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100万円

未満の場合年18％、100万円以上の場合年15％により計算した金額）の超過部分については無効とするとされており、当社

グループの提供するローン商品の貸出金利には、当該金利を超過する部分があります。この超過部分については、「貸金業

規制法」における「みなし弁済規定」の要件をすべて充足している場合には、有効な利息の債務の弁済とみなすとされてお

ります。しかしながら、近年「みなし弁済」に関する 高裁判例が出されており（平成18年1月13日及び平成18年1月

19 日）、従前に比べ任意性の要件について非常に厳格に解釈されております。一定の厳格な条件を満たす場合は例外的にグ

レーゾーン金利の取得を認めている「みなし弁済規定」も極めて限られた範囲のみ認められるといった状況にあります。 

これらにより「利息制限法」に定められた利息の 高限度を超過する部分についての返還請求が当業界全体で増加してお

り、当社グループにおいても当連結会計年度より超過利息部分相当額の返還リスクに備えた引当金（利息返還損失引当金）

を計上しております。 

今後、「貸付上限金利の引下げ」によるグレーゾーン金利の撤廃可能性の上昇及び「みなし弁済規定」の厳格化に伴い、

貸付上限金利の引下げが実施された場合、顧客による利息返還請求による利息返還金の発生が想定以上に大幅に増加した場

合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・業務に関する規制 

業務に関しては、平成16年１月１日（一部は平成15年９月１日施行）に「改正貸金業規制法・出資法」が施行され、貸

金業登録制度の強化、営業活動及び取立て行為に係る規制の強化並びに無登録営業及び出資法の上限金利違反に対する罰則

の引上げ等が行われております。また、金融庁は平成15年10月29日付で「事務ガイドライン」を改正し、過剰貸付け防

止のための判断基準を定めております。また、平成 17 年５月１日付で、利用者保護の徹底を図るため、貸金業者の説明責

任を強化するとともに説明責任を果たすための体制整備を強く求めるとの観点から、「事務ガイドライン」が、特に公正証

書作成委任状についての説明責任及び保証についての説明責任の補強を行なうべく改正されました。さらに、平成17年11

月14日付で、平成17年7月19日の 高裁判決において貸金業者による取引履歴の不開示について、信義則上違法である

ことが判示されたことから、取引履歴開示義務の明確化及び開示に伴う本人確認手続を徹底するべく改正されました。 

当社グループは、関係法令の遵守を徹底しておりますが、今後の金融庁の方針変更や法令等の改正等の内容によっては、

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅱ）「債権管理回収業に関する特別措置法」（以下、「サービサー法」） 

当社グループの債権管理回収事業（ニッシン債権回収㈱による債権管理回収事業）は、「サービサー法」の規制を受けて

おり、同社は同法に基づく許可を平成13年10月25日に法務大臣より取得し事業を行っております。同法は、債権回収事

業を営むにあたり必要とされる許可の基準を規定しているほか、業務の範囲及び特定金銭債権の弁済を受けた際の受取証書

の交付義務、債権証書の返還義務等の業務上遵守しなければならない事項を定めており、同社は同法及び同法施行規則を遵

守して事業経営を行なっておりますが、許可基準の緩和や新たな規制等が設けられた場合又は事業範囲の拡大を意図しても

兼業承認が得られない場合には、当社グループの事業戦略に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

また、同社事業の仕入れに該当する特定金銭債権の買取は主に譲渡金融機関の指名入札制となっており、参入企業の増加、

経済情勢の回復傾向による不良債権の流動化市場の収縮等によりその競争はますます激しくなってきております。 

これらに対応するため、特定金銭債権の種類ごとに区分された独自のプライシング基準の見直し、デューデリジェンスの
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精度向上による特定金銭債権の買取における競争力の維持、資産流動化・証券化関連業務や事業再生関連業務等の新たな事

業分野を開拓することにより対応していく所存ですが、特定金銭債権の買取における競争力が維持出来ない場合や、買取価

格の水準が高騰したり受託手数料が低下した場合には、債権管理回収事業の利益率が低下し、当社グループの事業戦略及び

経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅲ）「割賦販売法」 

 当社グループの割賦販売事業（ＮＩＳリース㈱における割賦販売事業）は、「割賦販売法」の適用を受けております。当

事業を行うにあたり同法の遵守を徹底しておりますが、今後の同法の改正等の内容によっては、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅳ）「証券取引法」 

当社グループの証券事業（ＮＩＳ証券㈱における証券事業）は、「証券取引法」の規制を受けるほか、各証券取引所の自

主規制機関による諸規則等の規制を受けており、当事業を行うにあたり同法及び関連諸規則の遵守を徹底しておりますが、

同法又は関連諸規制の改正及び現在予想し得ない法令及び規則等が新たに設けられる可能性があり、その内容によっては、

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅴ）その他の業務関連の規制等 

・「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」） 

平成 17 年４月１日付で「個人情報保護法」が全面施行され、関連省庁より個人情報に関するガイドラインが制定されま

した。当社グループは、「個人情報保護法」及びその他関連法令等の要求に従うべく、管理体制を整備しており、継続的に

管理体制の点検を行っておりますが、何らかの事由により個人情報漏洩等が発生する事態となった場合には、当社グループ

の営業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・「金融機関等による顧客等の本人確認等の法律」（以下、「本人確認法」） 

 平成 15 年１月６日に「本人確認法」が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認及び取引記録の保存に関する措置

が定められ、金融機関等の顧客管理体制の整備促進が求められており、当社グループも同法に則った業務を行っております。 

この法令が改正された場合又は、当社グループの事業に影響を与える新たな法令等が施行された場合には、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・「民法の一部を改正する法律」（以下、「改正民法」）   

平成 17 年４月１日付で、融資に関して保証人が過大な責任を負いがちな保証契約（特に根保証契約）について、その契

約内容を適正化することを目的として「改正民法」が施行されました。当社グループは、同法の趣旨に鑑み、業務手続及び

契約書面の検証等、必要な対応を行っておりますが、今後の同法の改正等により業務運営体制の再構築の必要性が生じた場

合には、当社グループの営業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｂ）米国の法律による規制等について 

当社は、平成 14 年８月よりニューヨーク証券取引所に上場しており、上場を維持するにあたり、以下の米国の法律により規

制を受けております。 

投資信託等により公益及び投資家の利益が損なわれることを防止するため、1940年投資会社法（以下「1940年法」）が施行さ

れております。企業が主に証券投資、再投資、所有もしくは取引を主要事業としている場合、「1940年法」により投資会社とみ

なされる可能性があります。当社グループは「1940年法」により定義されている投資会社ではないと判断しておりますが、 投

資会社であるとみなされた場合、米国内で証券を発行することが出来なくなり、ニューヨーク証券取引所の上場を廃止しなけれ

ばならなくなる可能性があります。 

また、米国において、平成14年７月30日に「米国企業改革法（Sarbanes－Oxley Act）」（以下、「SOX」）が制定されました。

このSOXは、1934年連邦証券取引所法（以下「1934年法」）の下で登録されている証券を発行している米国外の企業にも適用さ

れ、経営陣の財務報告等に関する責任の強化、内部統制の向上等のコーポレート・ガバナンスの強化、開示内容の充実等に関す

る規定及び「1934年法」に違反した企業並びに個人に対する罰則の強化等を定めております。また、SOX第302条により、米国

外の企業については、 高経営責任者及び 高財務責任者（以下「経営者」）が年次報告書において、財務諸表に重要な虚偽が

含まれてないこと、作成に必要な重要な事実の欠如がないこと、財政状態並びに経営成績が適正に開示されていること及び内部

統制の構築、維持に対する義務を負うこと等を宣誓することが要求されており、当社の経営者も当該宣誓を行っております。 

また、本事業年度よりSOX第404条が適用されることとなりますが、本条下で制定されたSEC規則に基づき、SECへ提出する

年次報告書の中で、経営者による「内部統制報告書」の掲載が義務付けられております。経営者が「財務報告の内部統制」に問
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題があったことを知った際には、問題点を特定し、その重要性を判断した上で、重大な欠陥であった場合には、年次報告書で開

示しなければならないこととなっております。また、虚偽報告を行った場合には、経営者は個人的な責任が問われることとなり、

非常に厳しい刑事罰が設けられております。 

 

当社グループは同法を遵守するべく、コーポレート・ガバナンス体制やリスク・マネジメント体制等のあり方について、社内

外の専門機関から幅広く意見を求め、様々な角度から検討し、（ⅰ）財務報告の信頼性を確保すること（ⅱ）事業経営に関わる

法令の遵守を促すこと（ⅲ）事業経営の有効性・効率性を高めることを主要目的とする内部統制体制の充実・強化に努めており

ますが、経営者がSOXで定められている財務諸表等に対する宣誓書において、意図的であるかないかに関わらず虚偽の宣誓を行

った場合、経営者に対し重い罰則が課されるとともに当社グループに対する信用が失墜し、株価及び営業活動等に重要な影響を

及ぼす可能性があります。 

また、同法の改正等により遵守すべき規則がさらに強化された場合は、営業活動等に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｃ）債務者保護を目的とした法的手段の多様化及び法改正による影響 

近年、個人債務者が債権者からの保護を求めることのできる法的手段の多様化及び規制緩和が進んでおります。平成 12 年２

月17日に「特定債務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」)が施行されたことにより、支払不

能に陥るおそれのある債務者が調停委員会を通じて、債務の減額や返済期間の繰延べ等の調整を行うことが可能となっておりま

す。また、調停中における差し押さえ等の民事執行手続き停止についても、従来の民事調停手続きと比較して要件が緩和されて

おります。また、平成 13 年４月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、経済的破綻状態にある債

務者が破産宣告を受けることなく、簡易かつ迅速にローン返済の繰延べ等を行うことが可能となっております。 

これら法的手段の多様化や規制緩和及び昨今の失業率の高止まりや雇用者所得の伸び悩みの影響を受け、特定調停法又は民事

再生法の適用を申請する顧客が増加しております。 

さらに、平成 17 年１月１日に「改正破産法」が施行されたことにより、特に破産と免責の手続きの一本化及び破産者の手元

に残る自由財産の範囲の拡大等、債務者保護の立場から破産手続きの簡素化、合理化及び迅速化が図られております。 

これらの法律によって、債務返済条件の変更等が比較的容易になったことから、もともと全額返済しようとしている顧客の返

済意欲を喪失させる可能性があります。一般的に、特定調停法又は民事再生法が適用された場合は、少額の回収が可能ですが、

破産申立が行われた場合には全額が回収不能となります。 

平成12年10月の弁護士の業務広告に関する規定の施行により、弁護士の広告宣伝が可能になったほか、平成15年４月１日

の「司法書士法」の改正により、司法書士の簡易裁判所における和解及び民事調停等手続きが一部可能となっており、様々な規

制緩和等によって債務者が弁護士又は司法書士に相談するケースが増加してきております。 

現時点では、これらの法律及び規制緩和が当社グループの事業に及ぼす影響を判断することは不可能でありますが、この傾向

が継続する場合には、当社グループの顧客に返済期限や支払期日の延期等の法的保護を求める顧客が増加し、その結果として延

滞債権が増加した場合には、貸倒引当金の積み増しが必要となり、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす

可能性があります。 

 

③事業上のリスク 

（ａ）資金調達及び調達金利について 

当社グループは、債権の貸出、債権の買取、運転資金、営業強化及びリース資産の購入を目的とした設備投資、配当金の支払、

自己株式の取得等の事業運営全般に対して必要となる資金を営業活動から生ずるキャッシュ・フロー並びに金融機関等からの借

入による間接調達、社債発行等による資本市場からの直接調達により調達しております。 

調達金利は市場環境その他により変動いたしますが、かかる調達金利の変動にかかわらず、ローン事業における貸出上限金利

は「出資法」の規定により29.2％に制限されていることから、金利変動リスクを 小限にするため金融機関等からの借入や社債

の発行等において金利の固定化を進めております。 

当社グループは、現状では必要となる資金の調達が困難ではないものと考えておりますが、金融機関等のグループ再編成又は

その他の要因による当社グループへの融資姿勢の変更や金融市場の混乱、当業界の見通しに対するネガティブな見解、国債の格

下げ等の当社グループがコントロールできない様々な要因により、調達環境が予測する水準を著しく超えて悪化した場合は、支

払利息の増加や資金調達を十分に行うことができなくなるなど、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 

 

（ｂ）当社グループの利用する情報、基幹システム及びネットワークシステムの信頼性 

当社グループは、新事業の立ち上げ、顧客へのサービスの提供及び営業活動の管理等を行うにあたり、社内外の情報、技術的

なシステム及びネットワークに依存しております。また、当社グループは営業取引、会計データ、顧客情報及びその他の間接部

門の活動の管理についてハードウェア、ソフトウェアを第三者にアウトソーシングしております。 
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さらに、当社グループのシステムが人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターハッカー、コンピューターウィルス及びこ

れらに類する事象により障害等が発生した場合又はＮＥＣ及びその関係会社等のグループ各社のメインシステムのソリューシ

ョンプロバイダー、通信会社及びインターネットバックボーンプロバイダーのような第三者からのサポートサービスを受けられ

なくなった場合は、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｃ）代表取締役社長及びその親族等による重要な決議に対する影響力について 

当社の代表取締役社長である嵜岡邦彦及びその親族等は、当社グループの売却、事業再編、事業又は資産への投資及び将来の

資金調達の条件変更のような事業に重要な影響を与える決定事項に対し影響力を行使することが可能であります。 

これらによって代表取締役社長及びその親族等とその他の株主の利害が対立する可能性があります。 

 

（ｄ）営業資産ポートフォリオについて 

当社グループは、顧客（中小零細企業・消費者）の多様化するニーズに対応するとともに、一層の企業価値の増大を図るべく、

総合金融サービス事業における営業資産の拡大を推進しており、当連結会計年度末の営業資産264,524百万円のうち総合金融サ

ービス事業の占める割合は88.6％となっております。 

また、総合金融サービス事業におけるローン資産の営業資産に占める割合は95.7％となっており、提携戦略の推進による優良

な顧客の獲得によって貸倒リスクの低い良質な資産の蓄積を図っておりますが、経済環境の急激な変化やその他様々な要因によ

る中小零細企業等の財務内容等の悪化、消費者の借入に対するモラルハザード等により営業資産の質が悪化した場合は、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｅ）投資に係るリスク 

当社グループは、総合金融サービス事業においてシナジー効果のある企業とのネットワーク拡充を目的として、様々な企業へ

の資本提携を行っております。将来、大幅な株価下落が続いた場合や経済環境の悪化により投資先企業の財務内容等が悪化した

場合には、保有有価証券の減損処理又はその他有価証券評価差額金の変動により自己資本比率が低下するなど、当社グループの

財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ｆ）戦略的提携及び合弁事業を成功、維持させる能力 

当社グループは、企業間の競争が激化する中、継続的な成長を維持するために、従来の「ニッシン・ブランド」から「ＮＩＳ

グループ・ブランド」への転換を図りつつ、当社グループ及び提携・出資先とのシナジー効果を高め、提携先の持つブランドや

顧客基盤に対して長年培った「営業力」と「与信ノウハウ」を 大限活用し、戦略的提携及び合弁事業を進めることで、顧客基

盤の構築等を図っております。これら提携戦略（金融版ＯＥＭ）による強固なグループ収益基盤の構築を目指しておりますが、

戦略的提携、合弁事業を成功させることができない場合又は何らかの事象により提携・合弁先との関係を維持することができな

い場合には、当社グループの事業戦略及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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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 

（△印減）

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   

1. 現金及び預金 1 25,820 22,788 △3,032

2. 商業手形及び営業貸付金 
1,2,5, 

7,8 
145,307  224,240  78,932

3. 買取債権 1 14,862  24,038  9,175

4. 繰延税金資産 998 1,973 975

5. その他 1 10,178 31,142 20,963

 貸倒引当金 △8,322 △9,572 △1,249

 流動資産合計 188,845 83.5 294,611 84.0 105,765

Ⅱ 固定資産  

1. 有形固定資産  

(1)建物及び構築物  1,132 1,499  

   減価償却累計額 611 520 864 634 113

(2)器具備品 385 539  

   減価償却累計額 225 160 319 219 59

(3)リース資産 2,551 5,149  

   減価償却累計額 420 2,131 1,151 3,997 1,866

(4)土地  356 825 469

有形固定資産合計  3,168 1.4 5,677 1.6 2,508

2. 無形固定資産 2,618 1.1 2,458 0.7 △160

3. 投資その他の資産  

(1)投資有価証券 3,9 24,235 34,501 10,266

(2)破産更生債権等 7 3,932 4,611 678

(3)繰延税金資産 0 112 111

   (4)その他 3 6,655 12,755 6,100

貸倒引当金 △3,170 △3,866 △695

投資その他の資産合計 31,653 14.0 48,114 13.7 16,460

 固定資産合計 37,441 16.5 56,250 16.0 18,808

資産合計 226,287 100.0 350,861 100.0 124,574
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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 

（△印減）

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   

1. 買掛金  411 345 △66

2. 短期借入金 1,8 9,016 25,782 16,766

3. 一年内返済予定長期借入金 1,8 53,835 58,384  4,549

4. 一年内償還予定社債 5,060 1,860  △3,200

5. 一年内償還予定転換社債 ― 822  822

6. コマーシャル・ペーパー 3,500 30,000 26,500

7. 未払法人税等 716 6,088 5,372

8. 賞与引当金 677 751 73

9. 退職給付引当金 ― 265 265

10. 債務保証損失引当金  370 629 258

11. 利息返還損失引当金 ― 590 590

12. その他 5,9 2,464 9,815 7,350

 流動負債合計 76,053 33.6 135,335 38.6 59,281

Ⅱ 固定負債  

1. 社債 9,650 26,290 16,640

2. 転換社債 8,942 ― △8,942

3. 長期借入金 1,8 52,683 81,873 29,190

4. 債権信託見合債務 1 6,672 21,669 14,997

5. 繰延税金負債 4,798 2,855 △1,943

6. 役員退職慰労引当金 330 381 51

7. その他 144 154 10

 固定負債合計 83,221 36.8 133,225 38.0 50,003

   

Ⅲ 特別法上の準備金  

1. 証券取引責任準備金 68 68 －

 特別法上の準備金合計 68 0.0 68 0.0 －

 負債合計 159,344 70.4 268,629 76.6 109,285

   

 (少数株主持分)  

少数株主持分  1,150 0.5 2,407 0.6 1,257

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  7,779 3.4 11,848 3.4 4,069

Ⅱ 資本剰余金  10,465 4.6 15,519 4.4 5,054

Ⅲ 利益剰余金  42,659 18.9 49,040 14.0 6,381

Ⅳ  その他有価証券評価差額金  7,935 3.5 5,097 1.5 △2,837

Ⅴ 為替換算調整勘定  △8 △0.0 150 0.0 159

Ⅵ 自己株式 6 △3,037 △1.3 △1,833 △0.5 1,204

 資本合計  65,793 29.1 79,824 22.8 14,031

 
負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 226,287 100.0 350,861 100.0 124,574

  

 

 



13 

(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 

（△印減） 

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)

増減率

(%) 

Ⅰ 営業収益   

1. 営業貸付金利息 29,250 28,846   

2. 買取債権回収高 10,095  11,921   

3. その他の金融収益 0  13   

4. その他の営業収益 6,522 45,867 100.0 20,209 60,991 100.0 15,124 33.0

Ⅱ 営業費用   

1. 金融費用 2,733 2,424   

2. 債権回収原価  6,850 6,962   

3. その他の営業費用 1 27,664 37,248 81.2 38,820 48,207 79.0 10,958 29.4

 営業利益 8,619 18.8 12,784 21.0 4,165 48.3

Ⅲ 営業外収益   

1. 有価証券利息 1 1   

2. 受取利息及び配当金 27 107   

3. 受取保証料 34 20   

4. 保険配当金収入 2 ―   

5. 投資組合収益 ― 699   

6. 債権譲渡事務手数料 392 ―   

7. 受取貸株料 74 89   

8. その他 85 617 1.3 85 1,005 1.6 387 62.8

Ⅳ 営業外費用   

1. 支払利息 144 411   

2. 新株発行費 118 115   

3. 社債発行費 54 92   

4. 証券化ファシリティ組成費用 － 54   

5. 持分法による投資損失 92 60   

6. 事務所等解約違約金 69 ―   

7. シンジケートローン組成費用 140 62   

8. その他 23 644 1.4 206 1,004 1.6 359 55.9

 経常利益 8,592 18.7 12,785 21.0 4,192 48.8

Ⅴ 特別利益   

1. 固定資産売却益  － 1   

2. 投資有価証券売却益 972 4,170   

3. 持分変動差益 1,341 －   

4. 貸倒引当金戻入益 3,327 －   

5. その他 0 5,641 12.3 － 4,171 6.8 △1,469 △26.1

Ⅵ 特別損失   

1. 固定資産売却損  － 2   

2. 固定資産除却損 2 109 15   

3. 投資有価証券売却損 9 2   

4. 投資有価証券評価減  35 337   

5. 投資有価証券評価損 1,542 －   

6. 持分変動差損 － 43   

7. 事務所移転関連費用 － 45   

8. リース解約損 346 －   

9. 連結調整勘定償却 599 －   

10. 持分法投資差額償却 201 －   

11. 債権譲渡損 － 189   

12. その他 25 2,870 6.3 9 645 1.1 △2,225 △77.5

税金等調整前当期純利益  11,363 24.7 16,311 26.7 4,948 43.5

法人税、住民税及び事業税  3,219 7,674   

法人税等調整額 1,431 4,651 10.1 △992 6,682 10.9 2,030 43.7

少数株主利益  185 0.4 596 1.0 410 220.6

当期純利益 6,525 14.2 9,033 14.8 2,507 38.4
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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 

（△印減） 

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 9,691 10,465  774

Ⅱ 資本剰余金増加高   

1.新株予約権行使による株式の発行 556 4,050  3,494 

2.自己株式処分差益  218 774 1,004 5,054 786 4,280

Ⅲ 資本剰余金期末残高 10,465 15,519  5,054

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 37,503 42,659  5,155

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1.当期純利益 6,525 6,525 9,033 9,033 2,507 2,507

Ⅲ 利益剰余金減少高   

1.配当金 1,299 2,571  1,271 

2.役員賞与 70 1,370 80 2,651 9 1,281

Ⅳ 利益剰余金期末残高 42,659 49,040  6,381
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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 

（△印減） 

区分 
注記

番号

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

前期比

(%) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 11,363 16,311 4,948

減価償却費 664 1,417 752

連結調整勘定償却額 599 △26 △626

持分法投資差額償却額 201 － △201

貸倒引当金の増加額 (△は減少額) △2,755 1,615 4,370

利息返還損失引当金の増加額（△は減少額） － 590 590

退職給付引当金の増加額（△は減少額） － 4 4

役員退職慰労引当金の増加額(△は減少額) △3 － 3

賞与引当金の増加額 (△は減少額) 58 57 △1

預金利息及び受取配当金 △28 △113 △85

支払利息 2,877 2,836 △41

固定資産売却益 － △1 △1

固定資産売却損 － 2 2

固定資産除却損 95 15 △80

投資有価証券売却益 △972 △4,170 △3,198

投資有価証券売却損 9 2 △7

投資有価証券評価減 35 337 302

投資有価証券評価損 1,542 － △1,542

貸倒償却額 8,768 10,787 2,019

持分変動差損（△は差益） △1,341 43 1,385

未収営業貸付金利息の減少額 (△は増加額) 229 △166 △396

未経過営業貸付金利息の増加額(△は減少額) △9 68 78

役員賞与の支払額 △72 △83 △11

その他 △2,140 △17,269 △15,129

小計 19,123 12,257 △6,866 △35.9

預金利息及び配当金の受取額 28 113 85

利息の支払額 △2,956 △2,750 206

法人税等の支払額 △5,266 △2,301 2,964

小計 10,928 7,318 △3,610 △33.0

営業貸付金の貸付による支出 △118,812 △206,946 △88,133

営業貸付金の回収による収入 107,110 124,052 16,941

営業貸付金の売却による収入 32,696 － △32,696

債権の買取による支出 △16,896 △17,853 △957

買取債権の回収による収入 6,708 6,955 246

買取債権の譲渡による収入 － 711 711

リース資産の取得による支出 △2,466 △2,973 △506

割賦債権の減少額（△は増加額） △3,065 △1,146 1,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,202 △89,882 △106,085 △654.8

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

制限付預金の預入による支出 △408 － 408

定期預金の預入による支出 △25 △0 25

定期預金の払戻による収入 － 5 5

有形固定資産の取得による支出 △84 △183 △98

有形固定資産の売却による収入 － 5 5

無形固定資産の取得による支出 △1,474 △216 1,258

投資有価証券の取得による支出 △9,003 △16,253 △7,249

投資有価証券の売却による収入 1,844 5,540 3,695

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △763 △554 209

出資金の増加による支出 △4,559 △5,808 △1,249

その他 △1,350 321 1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,825 △17,144 △1,318 △8.3
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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 

（△印減） 

区分 
注記

番号

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

前期比

(%) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  制限付預金の預入による支出 － △1,662 △1,662

  制限付預金の引出による収入 － 418 418

短期借入れによる収入 20,400 95,088 74,688

短期借入金の返済による支出 △13,483 △79,843 △66,360

コマーシャル･ペーパーの発行による収入 15,100 65,900 50,800

コマーシャル･ペーパーの償還による支出 △14,800 △39,400 △24,600

長期借入れによる収入 70,085 95,605 25,519

長期借入金の返済による支出 △61,907 △66,362 △4,454

社債の発行による収入 8,445 18,407 9,961

社債の償還による支出 △21,560 △5,060 16,500

債権信託見合債務の増加額 5,294 19,912 14,617

債権信託見合債務の減少額 △5,087 △5,002 84

有価証券消費貸借契約による担保金受入高 － 11,800 11,800

有価証券消費貸借契約による担保金返還額 － △7,300 △7,300

長期預け金の増加額 △922 △402 519

長期預け金の減少額 965 293 △672

株式の発行による収入 42 － △42

少数株主からの払い込みによる収入 2,132 57 △2,074

配当金の支払額 △1,298 △2,566 △1,268

少数株主への配当金の支払額 － △99 △99

自己株式の取得による支出 △1 △2 △1

自己株式の売却による収入 909 2,211 1,301

その他 450 583 132

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,765 102,574 97,808 －

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 181 190 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額) 5,142 △4,271 △9,413 △183.1

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 20,243 25,376 5,133 25.4

Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高  25,376 21,105 △4,271 △16.8
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(5)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 

    子会社はすべて連結しております。 

(1)連結子会社の数             20社 

(2)連結子会社の名称           ニッシン債権回収㈱、ＮＩＳ証券㈱、日新租賃（中国）有限公司、ＮＩＳリース㈱、ＮＩ

Ｓ不動産㈱、㈱ＮＩＳリアルエステート、ニッシン・インシュアランス㈱、㈱バーズアイ技

術投資、㈱ウッドノート、㈱アプレック、その他10社 

(3)㈱ウッドノートその他４社は当連結会計年度に新たに設立したことにより、連結子会社となりました。また、㈱アプレッ

ク及びその他３社は当連結会計年度において株式取得をしたことにより、連結子会社になりました。 

(4)松山日新投資管理（上海）有限公司は、平成18年３月13日付で日新租賃（中国）有限公司に商号変更しております。 

 

2. 持分法の適用に関する事項 

     (1)持分法を適用した関連会社数  10社 

(2)主な関連会社の名称       新生ビジネスファイナンス㈱、ウェッブキャッシング・ドットコム㈱、中央三井ファイナ

ンスサービス㈱、日本不動産格付㈱、㈲シー・エヌ・キャピタル、㈲シー・エヌ・ツー、

その他4社 

(3)日本不動産格付㈱その他 2 社は、当連結会計年度に新たに設立したこと及び株式の追加取得をしたことにより、持分法適

用関連会社となりました。 

(4)持分法適用関連会社のうち、ウェッブキャッシング・ドットコム㈱、㈲シー・エヌ・ツー、その他 1 社を除き決算日が異

なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

なお、ウェッブキャッシング・ドットコム㈱については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し

ており、㈲シー・エヌ・ツー、その他1社については、2月28日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており

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               決算日  

日新租賃（中国）有限公司           12月31日 

その他４社                  12月31日 

  

上記５社については、同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 

時価のあるもの 

連結決算期末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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合等への出資については組合の財産の持分相当額に基づき評価し

ております。 
②デリバティブ 

時価法 

 

 (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。 

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。 

また、リース資産につきましては、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を

残存価格とする定額法によっております。 
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なお、顧客の事故等により発生するリース資産の処分損失に備えるため、減価償却費を積増して計上

しております。 

②無形固定資産 

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。 

③長期前払費用 

均等償却によっております。 

 

(3)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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金  

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③退職給付引当金 

一部の子会社において、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

の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理し

ております。 

④債務保証損失引当金 

保証債務の履行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。 

⑤利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過して支払った債務者等からの利息の返還請求に備えるため、過去の利

息返還実績を踏まえ、かつ 近の利息返還状況を考慮し、利息返還見込額を計上しております。 
⑥役員退職慰労引当金 

役員の退職に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上し

ております。 

⑦証券取引責任準備金 

証券業を営む連結子会社において、証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に

基づき「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した額を計上しております。 

 

(4)連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 

(5)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。 

 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

②ヘッジ手段と対象 

・ヘッジ手段 

デリバティブ取引（金利スワップ取引） 

・ヘッジ対象 
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市場金利の変動によりキャッシュ・フローが変動するもの（変動金利の借入金） 

③ヘッジ方針 

資金調達における金利の急激な変動が損益及びキャッシュ・フローに与える影響をヘッジすることを目的として

おります。 

④ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ手段の指標金利とヘッジ対象の指標金利との変動幅等について、一定の相関性を判定することにより、評

価しております。 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

①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、利息制限法利率又は当社の約定利率のいずれか低い方によって計

上しております。 

②買取債権回収高及び債権回収原価の計上基準 

買取債権回収高は、回収時に回収金額を計上しております。 

また、債権回収原価については、将来のキャッシュ・フローを見積もることが可能な債権を償却原価法によって

算定し、見積もることが困難な債権を回収原価法によって算定しております。 

③消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

なお、控除対象外消費税等は全額当連結会計年度の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、全面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 

連結調整勘定の償却については、発生年度に一括償却しております。 

 

 

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おります。 

 

 

8.連結キャッシュ・フローにおける資金の範囲 

連結キャッシュ･フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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であり

ます。 

 

 
 (6) 会計処理の変更 

（買取債権回収高および債権回収原価の計上基準） 

債権買取先において代理受領により回収された債務者からの弁済金及びその対応原価については、従来、それぞれ買取債権回

収高（営業収益）及び債権回収原価（営業費用）として処理しておりましたが、代理受領による買取債権回収高が増加傾向にあ

ることに鑑み、代理受領による回収高の不安定性を期間損益から排除するとともに当社グループの直接的営業活動の成果を反映

し、連結損益計算書においてより適切な経営実態を表示するため、当連結会計年度から、代理受領による買取債権回収高（営業

収益）及びその対応原価である債権回収原価（営業費用）を相殺処理する方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法によった場合に比べ、買取債権回収高（営業収益）及び債権回収原価（営業費用）がそれぞれ881

百万円減少しております。 
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なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

 

 

(7) 表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

1. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外費用の「事務所等解約違約金」（当連結会計年度0百万円）については、

営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。 

2. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました特別損失の「リース解約損」（当連結会計年度9百万円）については、特別損

失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より特別損失の「その他」に含めて表示しております。 

 

 

(8)追加情報 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度より当社グループは「リサーチ・センター審理情報〔№24〕「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 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」（日本公認会計士協会 平成18年

3月15日）の公表を受けて、今後、利息返還損失引当金の計上が会計慣行として定着すると考えられること及び期間損益のより

一層の適正化と財務体質の健全化を図るために利息返還損失引当金を計上しております。この変更により、従来の方法によった

場合に比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ590百万円少なく計上されております。 

また、この変更に伴い、利息返還額をその他の営業収益の戻し処理から販売費及び一般管理費の計上に変更しております。こ

の変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業収益は387百万円多く計上されておりますが、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

借入金の契約条項として引出制限条項が付されている預金については、従来、「投資活動によるキャッシュ・フロー」におけ

る「制限付預金の預入による支出」として純額処理しておりましたが、今後の資金調達活動において当該取引高が増加し、金額

的重要性が高まることから借入金との紐付き関係を明確にし、適正なキャッシュ・フローの状況を表示するため、「財務活動に

よるキャッシュ・フロー」における「制限付預金の預入による支出」及び「制限付預金の払出による収入」として総額処理する

方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「投資活動によるキャッシュ・フロー」が1,244百万円増加し、「財務活動

によるキャッシュ・フロー」が同額減少しております。 
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(9)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 担保に供している資産及び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及び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 (1)担保に供している資産 

 科  目 金  額  科  目 金  額  

 現 金 及 び 預 金 418百万円  現 金 及 び 預 金 1,662百万円

 商業手形及び営業貸付金 18,586  商業手形及び営業貸付金 15,509 

 買 取 債 権 455  買 取 債 権 380 

 計 19,460  流動資産（その他） 6,541 

    計 24,094 

  

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務 

 科  目 金  額   科  目 金  額  

 短 期 借 入 金 2,500百万円   短 期 借 入 金 1,276百万円  

 一年内返済予定長期借入金 7,301   一年内返済予定長期借入金 10,183  

 長 期 借 入 金 9,727   長 期 借 入 金 8,021  

 計 19,528   計 19,481  

  

上記のほか、商業手形及び営業貸付金1,827百万円について、 上記のほか、商業手形及び営業貸付金355百万円について、 

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2,097百万円（一年内返済予定長期借入金1,692百万円を含

む）であります。 

また、商業手形及び営業貸付金 9,216 百万円については、真正

譲渡にて信託銀行に信託されており、その信託受益権のうち優先

受益権 6,672 百万円を真正譲渡により第三者に売却することで資

金調達を行っております。当該優先受益権の転売にあたっては提

出会社に選択権が留保されているため、連結財務諸表上では当該

債権の消滅を認識しておりませんが、これ以外には提出会社によ

る信託債権及び優先受益権に対する支配はありません。なお、売

却代金については、債権信託見合債務として認識しております。

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405百万円（一年内返済予定長期借入金385百万円を含む）

であります。 

また、商業手形及び営業貸付金30,907百万円については、真

正譲渡にて信託銀行に信託されており、その信託受益権のうち優

先受益権21,669 百万円を真正譲渡にて第三者に売却することで

資金調達を行っております。当該優先受益権の転売にあたって提

出会社に選択権が留保されているため、連結財務諸表上では当該

債権の消滅を認識しておりませんが、これ以外には提出会社によ

る信託債権及び優先受益権に対する支配はありません。なお、売

却代金については、債権信託見合債務として認識しております。 

  

2 個人向無担保貸付金2,827百万円を含んでおります。 2 個人向無担保貸付金2,994百万円を含んでおります。 

  

3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 3 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）            300百万円 

投資その他の資産（その他）          65百万円 

 

投資有価証券（株式）            394百万円 

投資その他の資産（その他）         326百万円 

 

4 偶発債務 4 偶発債務 

債務保証業務に係る保証債務残高       7,330百万円 

連結会社以外の会社の銀行借入金に対する保証債務残高 

 新生ビジネスファイナンス㈱      3,645百万円

中央三井ファイナンスサービス㈱     150百万円 

 

債務保証業務に係る保証債務残高      12,220百万円 

連結会社以外の会社の銀行借入金に対する保証債務残高 

中央三井ファイナンスサービス㈱   1,920百万円 

 

 

5 商業手形裏書譲渡残高 5 商業手形裏書譲渡残高 

83百万円 128百万円 

  

6 自己株式の保有数 6 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。 

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                27,687千株 普通株式                40,051千株 

なお、提出会社の発行済株式総数は、普通株式544,668千株で

あります。 

なお、提出会社の発行済株式総数は、普通株式1,406,470千株

であります。 
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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 

7 不良債権の状況 7 不良債権の状況 

 区   分 金   額   区   分 金   額  

 破 綻 先 債 権 860百万円   破 綻 先 債 権 1,087 百万円  

 延 滞 債 権 3,072   延 滞 債 権 3,523   

 3 カ月以上延滞債権 －   3 カ月以上延滞債権 －   

 貸 出 条 件 緩 和 債 権 13,874   貸 出 条 件 緩 和 債 権 14,410   

 計 17,807   計 19,021   

        

(注) 

(1)破綻先債権 

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、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97

号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項

第4号に規定する事由が生じている貸付金 

 

(注) 

(1)破綻先債権 

同左 

 

(2)延滞債権 

未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した

もの以外の貸付金 

 

(2)延滞債権 

同左 

 

(3)3カ月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞

しているもので破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金 

(3)3カ月以上延滞債権 

 同左 

  

(4)貸出条件緩和債権 

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、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債

務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債

権及び3カ月以上延滞債権を除く貸付金 

 

(4)貸出条件緩和債権 

 同左 

8 当座貸越契約、貸出コミットメント契約及び営業貸付金に係る

コミットメントライン契約 

8 当座貸越契約、貸出コミットメント契約及び営業貸付金に係る

コミットメントライン契約 

(1)当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

 

―――――― 

(1)当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行数行とシンジケートローン契約、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借

入未実行残高は以下のとおりであります。 

 

シンジケートローン極度

額、当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額  21,737 百万円 

借入実行額 △15,810 

融資未実行残高 5,927 
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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 

(2)営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

主要事業である総合金融サービス事業において一部の顧客と

の間に限度借入契約を締結しており、利用限度額（当社が与信し

た額）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。同契約に係る融資未実行残高は以下のとおりであり

ます。 

 

限 度 借 入 契 約 総 額 70,727百万円

融 資 実 行 残 高 △23,736 

融 資 未 実 行 残 高 46,990 

 

なお、このうちには残高のない顧客に対する融資未実行残高が

40,804百万円含まれております。 

また、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提出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。 

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、貸出の中止又は利用限度額の減額をすることができる旨

の条項がつけられております。また、契約後も定期的に契約の見

直し、与信保全上の措置等を講じております。 

 

(2)営業貸付金に係るコミットメントライン契約 

主要事業である総合金融サービス事業において一部の顧客と

の間に限度借入契約を締結しており、利用限度額（当社が与信し

た額）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。同契約に係る融資未実行残高は以下のとおりであり

ます。 

 

限 度 借 入 契 約 総 額 85,997百万円 

融 資 実 行 残 高 △28,319 

融 資 未 実 行 残 高 57,678  

 

なお、このうちには残高のない顧客に対する融資未実行残高が

48,036百万円含まれております。 

また、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提出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。 

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、貸出の中止又は利用限度額の減額をすることができる旨

の条項がつけられております。また、契約後も定期的に契約の見

直し、与信保全上の措置等を講じております。 

―――――― 9 投資有価証券には消費貸借契約により貸し付けている有価証券

5,944百万円が含まれており、その担保として受け入れた4,500

百万円は流動負債の「その他」に含めて表示しております。 
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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な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。 

1 その他の営業費用の主要な費目及び金額は、次のとおりであり

ます。 

 (1)リース・割賦原価 1,599 百万円   (1)リース・割賦原価 3,722 百万円  

 (2)その他原価 1,023        (2)買取不動産売却原価 2,953       

 (3)広告宣伝費 332        (3)販売用不動産売却原価 2,504       

 (4)貸倒損失 137        (4)その他原価 689       

 (5)貸倒引当金繰入額 9,106        (5)広告宣伝費 628       

 (6)債務保証損失引当金繰入額 370        (6)貸倒損失 252       

 (7)役員報酬 289        (7)利息返還金 387       

 (8)給料手当 5,091        (8)貸倒引当金繰入額 9,717       

 (9)賞与 489        (9)債務保証損失引当金繰入額 629       

 (10)賞与引当金繰入額 677        (10)利息返還損失引当金繰入額 590       

 (11)減価償却費 212        (11)減価償却費 586       

 (12)租税公課 710        (12)役員報酬 391       

 (13)賃借料 2,080        (13)給料手当 5,774       

 (14)支払手数料 862        (14)賞与 476       

     (15)賞与引当金繰入額  712  

     (16)租税公課 624  

     (17)賃借料 1,948  

     (18)支払手数料 1,044  

   

2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 科  目 金  額   科  目 金  額  

建物及び構築物 27百万円 建 物  9百万円

器 具 備 品  13  器 具 備 品  2 

無形固定資産  68  車 両 運 搬 具     0 

 計 109    無形固定資産 4  

     計 15  

      

5 減損損失の内容は、次のとおりであります。  

 

(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 

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 25,820百万円  現金及び預金勘定 22,788百万円

 預入期間3ヵ月超の定期預金 △25   預入期間3ヵ月超の定期預金 △20  

 担保に供しているため、引出が   担保に供しているため、引出が  

 制限されている預金 △418   制限されている預金 △1,662  

現金及び現金同等物 25,376  現金及び現金同等物 21,105  

      

2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳 

2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳 

山源証券株式会社 株式会社アプレック他2社 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

 流動資産 3,132百万円  流動資産 7,899百万円

 連結調整勘定 599  固定資産 883 

 固定資産 194  流動負債 △4,213 

 流動負債 △47  連結調整勘定 △47 

 固定負債 －  固定負債 △2,400 

 特別法上の準備金 △68  少数株主持分 △656 

 株式の取得価額 3,810  株式の取得価額 1,466 

 現金及び現金同等物 △3,046  現金及び現金同等物 △912 

 差引：取得による支出 △763  差引：取得による支出 △554 
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 (重要な後発事象) 

 

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  提出会社は、平成17年2月15日開催の取締役会により、下記

のとおり株式の分割を決議いたしました。 

1  提出会社は、平成17年12月20日開催の取締役会により、下記

のとおり株式の分割を決議いたしました。 

(1)分割の方法 平成17年3月31日の 終株

主名簿及び実質株主名簿に

記載された株主の所有株式

数を1株につき1.2株の割合

をもって分割する。 

(1)分割の方法 平成18年3月31日の

終株主名簿及び実質株

主名簿に記載された株

主の所有株式数を1株に

つき2株の割合をもって

分割する。 

(2)分割により増加する株式の種類 普通株式 (2)分割により増加する株式の種類 普通株式 

(3)分割により増加する株式数 108,933,686株 (3)分割により増加する株式数 1,406,470,644株 

(4)株式分割の日 平成17年5月20日 (4)株式分割の日 平成18年4月 １日 

(5)新株の配当起算日 平成17年4月 １日 (5)新株の配当起算日 平成18年4月 １日 

なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における

（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

 なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における

（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度 

自 平成15年４月 １日 

至 平成16年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成16年４月 １日 

至 平成17年３月31日 

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株当たり純資産額 

88.73円 

1株当たり当期純利益 

10.22円 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

9.42円 

1株当たり純資産額 

105.92円

1株当たり当期純利益 

10.56円

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

9.61円

 

1株当たり純資産額 

26.48円

1株当たり当期純利益 

2.64円

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

2.40円

1株当たり純資産額 

29.18円

1株当たり当期純利益 

3.46円

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

3.25円

    

2 提出会社は、平成17年4月12日開催の取締役会決議により、

商法第280条ﾉ20及び第280条ﾉ21の規定及び平成16年6月22

日開催の定時株主総会決議に基づき、業績向上に対する意欲や

士気を一層高め、また、優秀な人材を確保することを目的とす

るストックオプションとして、次のとおり新株予約権の発行を

行いました。 

(1)新株予約権の発行日 平成17年４月21日 

(2)発行する新株予約権の

数 

7,440個（新株予約権1個あたりの目

的たる株式の数は240株） 

(3)新株予約権の発行価額 無償 

(4)株式の種類 普通株式 

(5)株式の数 1,785,600株 

(6)発行の対象者 

 

 

 

提出会社の従業員、顧問、嘱託及び

提出会社の子会社の取締役、従業員

並びに提出会社において 1 年以上勤

務している派遣社員計120名 

(7)行使時の払込金額 1株当たり268円 

 

(8)行使期間 平成17年５月 １日から   

 平成20年４月30日   

    

3 提出会社は、平成17年５月17日開催の取締役会決議により、

下記のとおり第7回無担保普通社債を発行いたしました。 

  

(1)発行総額 7,500百万円   

(2)発行価額 額面金額100円につき100円   

(3)払込期日 平成17年6月20日  

(4)償還期限 平成20年6月20日 

 

 

(5)利率 1.17％   

(6)資金使途 営業貸付金及び借入返済資金   
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(10)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) 

（単位:百万円） 

 
総合金融 

サービス事業

債権管理 

回収事業 

その他の 

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ営業収益及び営業損益       

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 34,043 11,670 154 45,867 － 45,867

(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 103 32 82 217 (217) －

計 34,146 11,702 236 46,085 (217) 45,867

営業費用 27,552 9,775 287 37,615 (367) 37,248

営業利益又は営業損失（△） 6,594 1,926 △51 8,470 149 8,619

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出  

資産 221,374 21,625 3,723 246,723 (20,436) 226,287

減価償却費 658 5 0 664 － 664

資本的支出 3,990 30 5 4,026 － 4,026

（注）1．事業の区分の方法 

     事業の区分は、事業の種類･性質及び営業取引の類似性を考慮して区分したものであります。 

2．各事業区分の主な内容 

  (1)総合金融サービス事業･･･消費者及び事業者を対象とした各種ローン、リース等の提供及び保証並びに証券事業 

  (2)債権管理回収事業･･･特定金銭債権の管理、回収、買取及び投資 

  (3)その他の事業･･･不動産関連事業、事業者支援事業、商品卸売事業、生命・損害保険代理事業等 

3．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり当連結会計年度より、連結調整勘定の償却につい

ては、その全額を発生時に一括償却することに変更しております。 

この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「総合金融サービス事業」について営業利

益が 29 百万円多く計上されており、資産が 730 百万円減少しております。 

4. 配賦不能営業費用はありません。 

 

 

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) 

（単位:百万円） 

 
総合金融 

サービス事業

債権管理 

回収事業 

その他の 

事業 
計 消去又は全社 連結 

Ⅰ営業収益及び営業損益       

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 40,127 17,644 3,219 60,991 － 60,991

(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 155 97 225 478 (478) －

計 40,282 17,741 3,445 61,470 (478) 60,991

営業費用 33,113 12,746 3,316 49,177 (970) 48,207

営業利益 7,169 4,994 128 12,292 491 12,784

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出  

資産 312,415 40,903 15,603 368,922 (18,060) 350,861

減価償却費 567 6 4 578 － 578

資本的支出 337 12 51 400 － 400

（注）1．事業の区分の方法 

     事業の区分は、事業の種類･性質及び営業取引の類似性を考慮して区分したものであります。 

2．各事業区分の主な内容 

  (1)総合金融サービス事業･･･消費者及び事業者を対象とした各種ローン、リース等の提供及び保証並びに証券事業 

  (2)債権管理回収事業･･･特定金銭債権の管理、回収、買取及び投資 

  (3)その他の事業･･･不動産関連事業、事業者支援事業、保険代理事業等 

3． 「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、代理受領による買取債権回収残高（営業収益）及び

その対応原価である債権回収原価（営業費用）を相殺処理する方法に変更しております。 

この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「債権管理回収事業」について「外部顧客

に対する営業収益」及び「営業費用」がそれぞれ 881 百万円減少しております。 



27 

4． 「追加情報」に記載のとおり、当連結会計年度より利息返還損失引当金を計上しております。この変更により、前連結会計

年度と同一の方法によった場合に比べ、「総合金融サービス事業」について「営業費用」が590百万円増加し、営業利益が同

額減少しております。 

また、この変更に伴い、利息返還額をその他の営業収益の戻し処理から販売費及び一般管理費の計上に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、「外部顧客に対する営業収益」及び「営業費用」がそれぞれ387百万

円増加しておりますが、営業利益に与える影響はありません。 

5． 配賦不能営業費用はありません。 

 

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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも 90％を

超えているめ、記載を省略しております。 

 

 

  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、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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 (11)リース取引関係 

 

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 

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 

（借手側） （借手側） 

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）

   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）

 器具備品 2,342 1,051 1,290   器具備品 2,229 1,257 971

 ソフトウェア 787 490 296   ソフトウェア 498 227 271

 その他 4 2 2   その他 4 3 1

 合計 3,134 1,545 1,589   合計 2,732 1,487 1,244

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年以内 558 百万円  1年以内 592 百万円  

 1年超 1,052   1年超 675   

 合計 1,610   合計 1,267   

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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、支払利息相当額及び減損損失 

 支払リース料 840 百万円   支払リース料 611 百万円 

 減価償却費相当額 803    減価償却費相当額 585  

 支払利息相当額 41    支払利息相当額 27  

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法  ・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 

 ・利息相当額の算定方法  ・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

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ので、項目

等の記載は省略しております。 

（減損損失について） 

 同左 
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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 

（貸主側） （貸主側） 

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 ①リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び

期末残高 

  取得価額 

 

（百万円） 

減価償却累

計額 

（百万円） 

期末残高 

 

（百万円）

   取得価額 

 

（百万円）

減価償却累

計額 

（百万円） 

期末残高 

 

（百万円）

 機械及び装置 295 24 271   機械及び装置 397 91 306

 器具備品 1,705 171 1,534   器具備品 2,849 636 2,213

 ソフトウェア 291 31 259   ソフトウェア 461 102 358

 その他 13 0 12   その他 62 8 53

 合計 2,305 227 2,078   合計 3,770 838 2,931

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 

 1年以内 397 百万円   1年以内 712 百万円 

 1年超 1,768    1年超 2,388  

 合計 2,166    合計 3,101  

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

 受取リース料 341 百万円   受取リース料 901 百万円 

 減価償却費 238    減価償却費 636  

 受取利息相当額 163    受取利息相当額 385  

④利息相当額の算定方法 ④利息相当額の算定方法 

 ・利息相当額の算定方法  ・利息相当額の算定方法  

  リース料総額と見積残存価額との合計額から、リース物

件の取得価額を控除した額を利息相当額とし、各連結会計

年度への配分方法については、利息法によっております。

  同左  

          

（減損損失について） （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ので、項目

等の記載は省略しております。 

 同左 
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(12)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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属   性 
会社等の 

名  称 
住 所 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％）

役員の

兼任 

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）

㈲秀邦 
愛媛県

松山市
100 

損害保険及

び生命保険

代理業 

（被所有）

 

直接13.2
2名 

事務所の

賃貸、損害

保険の取

扱い 

事務所の賃

貸（注）2 
0 

流動負債

（その他）
0

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等（当

該会社等

の子会社

を含む） 

㈱日新ビル 
愛媛県

松山市
 30 

不動産賃貸

業及び不動

産仲介業 

（被所有）

 

直接13.5
2名 

事務所及

び駐車場

の賃貸 

事務所及び

駐車場の賃

貸（注）2 

1 
流動負債

(その他)
0

（注）１．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      事務所及び駐車場の賃借料は、他社との賃貸契約等を参考にして、同等の価格によっております。 

 

② 子会社等 

関係内容 

属   性 
会社等の 

名  称 
住 所 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の

内 容

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％）

役員の

兼任 

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）

媒介手数料

の支払 

（注）2 

31 
流動負債

(その他)
2

顧客媒介

取引 媒介手数料

の受取 

（注）2 

12 
流動資産

(その他)
0

顧客への

債務保証

保証料の受

取（注）2 
315 

流動資産

(その他)
34

関連会社 

新生ビジネ

スファイナ

ンス㈱ 

東京都 

中央区 
984 

事業者向け

金融業 
直接25.0 1名 

銀行借入

金の保証

保証料の受

取（注）2 
34 

流動資産

(その他)
4

（注）１．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（１）媒介手数料については、他社との媒介契約等を参考にして、同等の価格によっております。 

（２）保証料については、他社との取引等を参考にして、両社協議の上決定しております。 
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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 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属   性 
会社等の 

名  称 
住 所 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％）

役員の

兼任 

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）

㈲秀邦 
愛媛県 

松山市 
100 

損害保険及

び生命保険

代理業 

（被所有）

 

直接13.2
2名 

事務所の

賃貸、損

害保険の

取扱い 

事務所の賃

貸（注）2 
0 

流動負債

(その他)
0

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等（当

該会社等

の子会社

を含む） 

㈱日新ビル 
愛媛県 

松山市 
 30 

不動産賃貸

業及び不動

産仲介業 

（被所有）

 

直接13.5
2名 

事務所及

び駐車場

の賃貸 

事務所及び

駐車場の賃

貸（注）2 

1 
流動負債

(その他)
0

（注）１．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      事務所及び駐車場の賃借料は、他社との賃貸契約等を参考にして、同等の価格によっております。 

 

② 子会社等 
関係内容 

属   性 
会社等の 

名  称 
住 所 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の

内 容

議決権等

の所有（被

所有）割合

（％）

役員の

兼任 

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）

媒介手数料

の支払 

（注）2 

12 
流動負債

(その他)
0

顧客媒介

取引 媒介手数料

の受取 

（注）2 

3 
流動資産

(その他)
0

顧客への

債務保証

保証料の受

取（注）2 
466 

流動資産

(その他)
36

関連会社 

新生ビジネ

スファイナ

ンス㈱ 

東京都 

中央区 
984 

事業者向け

金融業 
直接25.0 2名 

銀行借入

金の保証

保証料の受

取（注）2 
8 － －

顧客媒介

取引 

媒介手数料

の支払 

（注）2 

9 
流動負債

(その他)
1

顧客への

債務保証

保証料の受

取（注）2 
25 

流動資産

(その他)
4

関連会社 

中央三井フ

ァイナンス

サービス㈱ 

東京都 

中央区 
500 

事業者向け

金融業 
直接30.0 2名 

銀行借入

金の保証

保証料の受

取（注）2 
11 

流動資産

(その他)
1

（注）１．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（１）媒介手数料については、他社との媒介契約等を参考にして、同等の価格によっております。 

（２）保証料については、他社との取引等を参考にして、両社協議の上決定しております。なお、当連結会

計年度末における顧客への保証債務残高として、新生ビジネスファイナンス㈱2,941 百万円、中央三

井ファイナンスサービス㈱566 百万円、銀行借入金の保証残高として中央三井ファイナンスサービス

㈱1,920 百万円があります。 
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(13)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主な発生原因別の内訳 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳 

  

繰延税金資産 繰延税金資産 

貸倒損失自己否認額 15 百万円 貸倒損失自己否認額 24 百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 649 貸倒引当金繰入限度超過額 792

債務保証損失引当金繰入額否認 141 債務保証損失引当金繰入額否認 240

未払事業税損金不算入額 58 未払事業税損金不算入額 443

役員退職慰労引当金 133 役員退職慰労引当金 154

賞与引当金損金不算入額 249 賞与引当金損金不算入額 272

減損損失 239 利息返還損失引当金損金不算入額 238

その他 114 減損損失 239

繰延税金資産合計 1,601  その他 309

繰延税金負債  繰延税金資産合計 2,716

その他有価証券評価差額 △5,401  繰延税金負債 

繰延税金負債合計 △5,401  その他有価証券評価差額 △3,486

繰延税金資産純額 △3,799 繰延税金負債合計 △3,486

  繰延税金資産純額 △769  

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 

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記載を省略し

ております。 

同左 
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(14)有価証券関係 

 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 当連結会計年度 

平成17年３月31日 平成18年３月31日 

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）

 

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  

株式 5,109 18,464 13,354 12,217 20,555 8,338

小  計 5,109 18,464 13,354 12,217 20,555 8,338

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

株式 197 179 △17 3,003 2,840 △162

  

その他 － － － 4 4 △0

  

小  計 197 179 △17 3,007 2,844 △162

計 5,306 18,644 13,337 15,225 23,400 8,175

 

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

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 

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） 

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） 

1,844 972 9 5,540 4,170 2 

 

3 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 
区  分 

平成17年３月31日 平成18年３月31日 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

非上場株式 2,713 4,705 

債券 155 153 

その他 2,422 5,847 

計 5,291 10,706 

 

4 減損処理を行った有価証券 

その他有価証券 

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 

減損処理額 

（百万円） 

減損処理額 

（百万円） 

35 

（1,542） 

 337 

（－） 

（注）１．当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び 近2年間にわたって月末時価の平均額が取得原

価に比べ30％以上50％未満下落しているものについて減損処理を行っております。 

２．当連結会計年度のグループ間取引により発生した未実現損失について回収可能性を考慮し「投資有価証券評価損」として処理

した金額を（ ）に外書で記載しております。 
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(15)デリバティブ取引 

 

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 

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 取引の状況に関する事項 1 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容 

  当社グループは通常業務を遂行する上で金利変動のリスクに

晒されており、このリスクを効率的に管理する手段として金利ス

ワップ取引を行っております。 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針 

  当社グループはトレーディング目的や投機目的のために単独

でデリバティブ取引を利用することは行わない方針であります。

同左 

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的 

  当社グループは変動金利支払の資金調達について、将来の市中

金利上昇が調達コスト(支払利息)に及ぼす影響を回避するため、

金利スワップ取引により変動金利調達の一部の調達コストを固

定化する取引を行っております。 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容 

  ①市場リスク   ①市場リスク 

市場リスクは、市場の変化によりポジションに損益が発生

するリスクであり、金利デリバティブ取引は金利変動リスク

に晒されております。当社グループのデリバティブ取引は当

社グループの債権債務の範囲内で行っており、これらの取引

のリスクは重要なものではありません。 

同左 

  ②信用リスク   ②信用リスク 

信用リスクは、取引の相手方が債務不履行に陥ることによ

り、取引が継続していれば将来得られるはずの効果が享受で

きなくなるリスクです。 

当社グループのデリバティブ取引の相手方は一定の格付を

もった銀行、証券会社に限られており、取引相手方の債務不

履行による損失発生は予想しておりません。また、取引先を

分散しているため、信用リスクの集中は存在しておりません。

同左 

(5) 取引に係るリスクの管理体制 (5) 取引に係るリスクの管理体制 

  当社グループではデリバティブ取引は取締役会の承認を受け

た社内規程に基づいて、主管部署が取引の実行及び管理を行って

おります。 

  なお、デリバティブ取引関連の社内規程は、デリバティブ取引

を行う場合の取引基準、リスクの適切な管理等を定めたデリバテ

ィブ運用規程と、デリバティブの取扱及び管理を定めたデリバテ

ィブ取扱規程があります。 

  取引状況のリスク管理については、グループ各社ともに主管部

署が毎月開催される取締役会にその取引状況を報告することに

より行われており、市場が大幅に変動して大きな損失を被る可能

性がある場合には迅速な対応ができる管理体制を整備しており

ます。 

 なお、連結子会社の重要な取引については、提出会社が確認し

ております。 

 

同左 

2 取引の時価等に関する事項 2 取引の時価等に関する事項 

  当社グループの利用しているデリバティブ取引は全てヘッジ

会計を適用しているため、取引の時価等に関する事項の記載を省

略しております。 

同左 
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(16)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 

―――――― 一部の連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を

採用しております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会

計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされていない

割増退職金を支払う場合があります。 

なお、人事制度の見直しに伴い、平成18年５月末において退職

金一時金制度が廃止され、平成18年６月に退職金の打切り支給を

行う予定であります。 

 2 退職給付債務に関する事項 

 退職給付債務 △274 百万円 

 （内訳）  

 ①年金資産 －  

 ②退職給付引当金 265  

 ③前払年金費用 －  

 ④会計基準変更時差異の未処理額 －  

 ⑤未認識過去勤務費用 －  

 ⑥未認識数理処理上の差異 △9  

 3 退職給付費用の内訳   

 退職給付費用 7 百万円 

 （内訳）  

 ①勤務費用 6  

 ②利息費用 1  

 ③期待運用収益 －  

 ④過去勤務債務の費用処理 －  

 ⑤数理計算上の差異の費用処理 0  

 ⑥会計基準変更時差異の費用処理 －  

 ⑦臨時に支払った割増退職金 －  

 4 退職給付債務の計算基礎 

 ①割引率 2.0 ％ 

 ②期待運用収益率 －  

 ③退職給付見込額の期待配分方法 期間定額基準 

 ④過去勤務債務の額の処理年数 －  

 ⑤数理計算上の差異の処理年数 10 年 
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5. 営業実績 

 

当社グループ(提出会社及び連結子会社)における営業実績 

① 事業別営業収益 

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 

増減金額 

（△印減） 区分 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%)

商 工 ロ ー ン 11,069 24.2 11,063 18.2 △6 △0.1

ビジネスタイムリー 4,919 10.7 5,709 9.4 789 16.0

担 保 付 ロ ー ン 949 2.1 2,875 4.7 1,925 202.8

商 業 手 形 割 45 0.1 85 0.1 40 88.4

ワ イ ド ロ ー ン 10,280 22.4 8,376 13.7 △1,904 △18.5

消 費 者 ロ ー ン 1,984 4.3 736 1.2 △1,247 △62.9

営業貸付 

金 利 息 

計 29,250 63.8 28,846 47.3 △403 △1.4

そ の 他 の 金 融 収 益 0 0.0 13 0.0 13 －

諸 掛 手 数 料 1,367 3.0 2,785 4.6 1,418 103.8

償却債権取立益 711 1.5 896 1.5 184 26.0

受 取 保 証 料 844 1.8 1,385 2.3 541 64.0

リース・割賦売上高 1,657 3.6 4,450 7.3 2,793 168.5

そ の 他 211 0.5 1,748 2.8 1,536 726.2

その他の

営業収益 

計 4,792 10.4 11,267 18.5 6,474 135.1

総合金融 

サービス 

事 業 

小計 34,043 74.2 40,127 65.8 6,084 17.8

買 取 債 権 回 収 高 10,095 22.0 11,921 19.6 1,826 18.0

そ の 他 の 営 業 収 益 1,575 3.4 5,722 9.4 4,147 263.2
債権管理 

回収事業 

小計 11,670 25.4 17,644 29.0 5,973 51.2

その他の

事業 
そ の 他 の 営 業 収 益 154 0.4 3,219 5.2 3,065 －

合計 45,867 100.0 60,991 100.0 15,124 33.0

 (注)  １．事業区分は、事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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② 事業別営業資産 

前連結会計年度 

平成17年３月31日現在 

当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 

増減金額 

（△印減） 区分 

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減率(%)

商業手形及び営業貸付金 145,307 86.8 224,240 84.8 78,932 54.3

リース資産及び割賦債権 5,756 3.4 8,636 3.3 2,879 50.0

そ の 他 の 資 産 893 0.5 1,482 0.5 588 65.9

総合金融 

サービス 

事 業 

小計 151,958 90.7 234,359 88.6 82,401 54.2

債権管理 

回収事業 
買取債権及び買取不動産 15,531 9.3 30,165 11.4 14,634 94.2

合計 167,489 100.0 264,524 100.0 97,035 57.9

(注) １ リース資産及び割賦債権のうち割賦債権については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額によっております。 

２ 上記のほか、総合金融サービス事業（信用保証事業）にかかる保証債務残高は以下のとおりであります。 

前連結会計年度 

平成17年３月31日現在 

当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 

増減金額 

（△印減） 区分 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 増減率(%)

保証債務残高 7,701 12,850 5,148 66.9 

(注) 保証債務残高は、債務保証損失引当金控除前の金額を記載しております。 

 

 

③ 商品別貸付金残高 

前連結会計年度 

平成17年３月31日現在 

当連結会計年度 

平成18年３月31日現在 
増減金額 

（△印減） 区分 

件数 
金額 

(百万円) 

構成比

(%) 
件数 

金額 

(百万円)

構成比 

(%) 
件数 

金額 

(百万円) 

増減率

(%) 

商 工 ロ ー ン 23,486 56,958 39.2 23,572 62,307 27.8 86 5,348 9.4

ビジネスタイムリー 17,493 20,862 14.4 17,228 25,282 11.3 △265 4,420 21.2

担 保 付 ロ ー ン 370 18,385 12.7 675 91,311 40.7 305 72,925 396.6

商 業 手 形 割 引 91 145 0.1 2,523 2,298 1.0 2,432 2,153 －

ワ イ ド ロ ー ン 30,362 46,128 31.7 26,830 40,045 17.9 △3,532 △6,082 △13.2

消 費 者 ロ ー ン 9,017 2,827 1.9 9,358 2,994 1.3 341 167 5.9

合計 80,819 145,307 100.0 80,186 224,240 100.0 △633 78,932 54.3

 

 

 


