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決算取締役会開催日 平成18年５月11日

親会社等の名称　株式会社新生銀行（コード番号：8303） 親会社等における当社の議決権所有比率36.5％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成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）記載金額は百万円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 57,805 2.4 7,783 △2.2 7,264 △4.3

17年３月期 56,454 6.4 7,960 148.1 7,591 177.0

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 4,427 14.5 62 82 － － 6.7 3.9 12.6

17年３月期 3,866 738.5 67 45 － － 7.0 3.9 13.4

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 70,275,740株 17年３月期 57,133,644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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 189,591 67,879 35.8 965 72

17年３月期 180,215 64,409 35.7 916 33

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 70,275,584株 17年３月期 70,275,904株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 4,842 △1,645 △5,192 21,617

17年３月期 33,707 1,587 △41,270 23,612

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） ３社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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

百万円 百万円 百万円

中間期 26,300 4,100 2,300

通　期 52,400 7,900 4,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　64円３銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。
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【添付資料】

１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社および子会社３社（以下、「当社グループ」という。）で構成されており、ローン事業（消

費者金融業および事業者金融業）を主な事業として展開しております。当社グループの主な事業内容および位置付け等

は以下のとおりであります。

（1）ローン事業部門

①消費者金融業

　当社および当社の子会社である株式会社アルコならびにパン信販株式会社が、一般消費者に対して小口資金の貸

付を行っております。

②事業者金融業

　当社が、中小企業および個人事業主に対して事業資金の貸付を行っております。

（2）保険代理部門

　株式会社アルコの子会社であるエス・エル・メイプル株式会社が生命保険および損害保険の保険代理業を行って

おります。同社は、平成17年３月に昭和リースグループより買収した会社で、主に昭和リースグループの顧客に対

する損害保険・生命保険の保険代理業を行っております。

　事業の系統図は、以下のとおりであります。

 

保険代理業 
消費者金融業・事業者金融業 

消費者金融

業 
消費者金融

業 

融資先等 保険契約先等 

エス･エル･メイプル

株式会社 

（連結子会社） 

 

 

当  社 

パン信販 
株式会社 

（連結子会社） 

株式会社 

アルコ 

（連結子会社） 

　なお、平成17年９月15付けで当社が保有するキャリアリンク株式会社および株式会社ピクニック・アドの全株式を譲

渡いたしました。これにより、キャリアリンク株式会社、同社の子会社のファブリンク株式会社および株式会社ピク

ニック・アドがみなし譲渡日の平成17年９月30日に連結子会社から除外されました。本連結決算におきましては、当該

３社の平成17年４月１日から平成17年９月30日までの経営成績およびキャッシュフローの数値が含まれております。

　当該３社の事業区分および主な事業の内容は以下のとおりであります。

事業区分  主な事業の内容

人材派遣業  キャリアリンク株式会社が、登録社員を一般企業に派遣する人材派遣業を中心に、人材紹介業、

テレマーケティング事業の受託業務、人材派遣業から派生する業務を併せて行っております。

構内請負業およ

び製造ライン向

け人材派遣業

 
ファブリンク株式会社が、構内請負業および製造ライン向け人材派遣業を行っております。

広告代理業
 

株式会社ピクニック・アドが、広告代理業およびテレビコマーシャルの企画、制作を行ってお

ります。
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２．経営方針
(1)会社の経営の基本方針

　当社は、「日本で最も信頼されるノンバンクの創造」を企業理念の中心に置き、「カスタマー・インティマシーの

向上」と「経営の革新」の実践を通じて、「顧客、株主、従業員」など全てのステークホルダーの方々との信頼関係

を深めながら共に成長していくことを目指しております。

　この方針のもと、当社は「消費者金融」と「事業者金融」の両分野を通じて、お客様への総合的な金融サービスの

提供を行っております。当社が主力商品とする「ノーローン」および「ノーローンビジネス」は、何度お客様にご利

用いただいても、ご利用日から１週間は利息をいただかないというユニークな商品となっており、当社の経営方針を

具現化したものの一つといえます。

　お客様のニーズを的確にとらえ、それに応えることができる商品を開発し提供していくことが、当社の営業基盤の

拡充と安定した収益確保のための最善の施策と考えており、今後におきましても新商品の投入や新しい営業手法の導

入等を通じて、市場の深耕と顧客層の拡大に努めるとともに、業務改善などを通じて経営効率を高めることにより盤

石な経営基盤の構築に努めてまいります。

(2)会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分に関しましては、経済金融情勢、当社の業績等を総合的に勘案の上、株主の皆さまへの安定的な利益還元

の実現を基本方針としております。

　内部留保金につきましては、営業貸付金に充てるほか、営業基盤拡充のための新店舗開設、ブランド力向上のため

の広告宣伝、Ｍ＆Ａや情報システムの拡充など、今後の当社の収益力向上に向けた投資にも充てることにより、一層

の業容拡大に活用してまいります。

　なお、株主の皆さまへの利益還元をより適時に行うため、当中間期より１株当たり6円25銭の中間配当を実施いたし

ております。また、当期末配当につきましては、すでに公表しておりますとおり１株当たり6円25銭、年間では12円50

銭を予定しております。

(3)投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　投資家層の拡大および長期安定的な株式保有を促進するために、月次業績の早期開示、アナリスト向け説明会の開

催などディスクロージャーの充実に努めることに加え、株主の皆さまには「ノーローン通信」により、当社の状況に

ついてわかりやすく解説し、またご意見をいただくことでコミュニケーションを図っております。

　投資単位の引き下げにつきましては、現時点では予定しておりませんが、今後の株主数の状況や当社株価、株式市

場の動向などを勘案し、適切に対応してまいります。

(4)会社が目標とする経営指標

　当社グループは、資産規模の拡大を図りながら収益性向上に努め、資本の運用効率を高めることで企業価値の持続

的成長につなげてまいります。経営指標といたしましては、ＲＯＥ、ＲＯＡおよび営業収益経常利益率を重視した経

営を行っております。

(5)中長期的な会社の経営戦略

　当社グループの主力事業が属する消費者金融業界と事業者金融業界におきましては、銀行系・ＩＴ関連企業等の参

入による競争の激化や、上限金利を巡る議論の展開など、環境の変化について予断を許さない状況が続いております。

　こうした中で、「革新的なビジネスモデルの追求により、存在感のあるコンシューマー・ファイナンス・カンパニー

となる」ことを目指し、ブランド力向上による無担保ローンマーケットにおけるシェア拡大に努めてまいります。そ

のための具体的な戦略は以下のとおりであります。

① 市場ニーズを的確にとらえた商品およびサービスの開発

② 厳正なリスク管理の継続

③ コンプライアンス体制の徹底と質の高い顧客サービスの提供による企業ブランド力の向上

④ ローコストオペレーション体制の構築に向けたコスト構造の転換 

 

(6)会社の対処すべき課題

　消費者金融業界におきましては、「貸金業の規制等に関する法律」の厳格な運用が求められ、他方、金融庁その他

関係各方面において貸金業制度および関係法令の改正についての議論が行われております。また今後、「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」という。）が改正され上限金利が現行よりも低い水

準に引き下げられる可能性もあります。

　こうした状況の下で当社グループは、マーケティング戦略の強化とコスト構造の転換に努めつつ、質の高いサービ

スを提供することが課題となっております。
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　具体的な施策といたしましては、お客様のニーズを的確にとらえた新たな商品およびサービスの開発とそれに応じ

た与信モデルの開発、ＩＴを活用したチャネル開発を進めるとともに、新生銀行グループのコンシューマーファイナ

ンス部門を担う企業としてのブランド力の向上にも努めてまいります。

　また、コンプライアンス体制の強化や内部統制システムの充実を通じ、金融サービス業として質の高い顧客サービ

スの提供に努めていく方針であります。

　さらに、消費者金融業界全体の課題ともなっている多重債務者問題等に対しましても、消費者保護と業界の健全な

発展のため、問題解決に向けて努力してまいります。

（7)親会社等に関する事項

　①親会社等の商号等

親会社等 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　
上場されている取引所等

株式会社新生銀行
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
36.5

株式会社東京証券取引所　

市場第一部

　（注）親会社等の議決権所有割合は、平成18年３月31日現在の数値であります。

　②親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の親会社等との関係

　当社は、新生銀行との間で業務提携契約を締結しております。この業務提携を通じて、消費者金融市場が大きく

変化する中、新生銀行が有する与信、ポートフォリオマネジメントなどのノウハウ・技術等を活用し、業務基盤の

強化・拡大を図っております。また、役員派遣を含めた人的交流、証券化を含めた資金調達でも協力関係を構築し

ております。

　コーポレート・ガバナンスにつきましては、独立性を確保しながらも、新生銀行の資本・資金・人材などのリソー

スを活かし、新生銀行グループのノンバンクビジネスとの連携強化を図り業務基盤の一層の強化・拡大に努めてま

いります。

 

　　　（新生銀行からの役員の受入れ状況）

役職 氏名 就任理由

取締役兼執行役員

営業本部副本部長兼企業戦略部長
青木　康博

 経営体制および営業部門強化のため当社から

 就任を依頼

取締役 土屋　明正  経営体制強化のため当社から就任を依頼

 　　　（注）平成18年４月現在の取締役数は６名であります。

 

 　　　（新生銀行からの役員を除く出向者の受入れ状況）

部署名 人数 出向者受入れ理由

監査部 １名  監査部強化のため当社から依頼

管理部門 ５名  管理部門強化のため当社から依頼

 　　　（注）平成18年４月現在の当社の従業員は727名であります。

 

　③親会社等との取引に関する事項

　「関連当事者との取引」に関する注記に記載しております。
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３．経営成績および財政状態
(1）経営成績

①当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移する中、雇用者所得が緩やかに増加し、個人消

費も底堅く推移するなど着実な景気回復がみられました。また、有効求人倍率の上昇や完全失業率の低下などによ

り、自己破産件数も減少いたしました。しかし一方で、銀行系・ＩＴ関連企業等の参入による競争の激化や、上限

金利を巡る議論の展開など、消費者金融業界を取り巻く環境の変化については予断を許さない状況が続いております。

　このような状況の下で当社および子会社３社（以下、「当社グループ」という。）は、主力の消費者金融業、事

業者金融業ともに１週間無利息キャッシングの「ノーローン」、「ノーローンビジネス」の拡大と、与信管理の充

実、業務の集約化や効率化などによる収益性の向上に努めてまいりました。

　当連結会計年度末の営業貸付金残高につきましては、平成17年４月にパン信販株式会社の全株式を取得し子会社

化したことなどにより、信託譲渡した消費者向無担保ローン債権41,724百万円および事業者向無担保ローン債権

19,282百万円を含め、212,789百万円となりました。

　これらの結果、当連結会計年度における営業収益は、前連結会計年度比1,350百万円（2.4％）増加し、57,805百

万円となりました。利益面につきましては、利息制限法の上限金利を越える部分の返還が増加してきたことから、

当連結会計年度より新たに「利息返還損失引当金」2,650百万円を計上いたしましたが、経常利益は7,264百万円（前

期比4.3％減）とわずかな減益に止まり、さらに子会社のキャリアリンク株式会社の株式売却益や固定資産売却益等

による特別利益410百万円の計上等もあって当期純利益は4,427百万円（前期比14.5％増）となりました。

  なお、当社単体の営業の成果につきましては、営業収益は50,500百万円（前期比0.2％増）、経常利益は6,831百

万円（同15.1％減）、当期純利益は4,189百万円（同8.5％減）となりました。 

 

②ローン事業（消費者金融業および事業者金融業）の概況

　主力のローン事業におきましては、東北地方にて消費者金融業を展開するパン信販株式会社の子会社化を通じて

当社グループの顧客基盤を拡大し、与信ノウハウやインフラの共用等により同社の経営効率化を図り、グループの

収益性向上に努めました。

　営業面では、オーガニックな成長のために、広告宣伝、無人店舗の出店やＡＴＭ提携などを積極的に推進いたし

ました。

　広告宣伝につきましては、コスト効果を見極めながら、テレビコマーシャルやインターネット広告を積極的に実

施し、ブランド力の向上に努めました。

　店舗につきましては、積極的な出店とともに、集客状況などをもとにスクラップ・アンド・ビルドによる好立地

への移転を進めた結果、当連結会計年度末の無人店舗数は613店舗となり、有人店舗15店舗とあわせた総店舗数は

628店舗となりました。

　顧客の利便性向上のために行っている金融機関とのＣＤ・ＡＴＭの利用提携につきましては、当連結会計年度末

に提携先が保有するＣＤ・ＡＴＭ数は40,646台となりました。これに当社グループ設置のＡＴＭ612台を加えた41,258

台が利用可能となっております。

  債権内容の良質化に向け、新規顧客獲得の与信基準を厳格に運用するとともに、既往顧客の取引履歴などから算

出したビヘイビア・スコアをもとに与信、回収施策などを決定する途上与信戦略の高度化を通じて健全な債権の維

持・拡大に努めました。

  これらの結果、当連結会計年度におけるローン事業の営業収益は前連結会計年度比2,700百万円増加し、53,954百

万円となりました。

 

③その他の事業の概況

　当社は、平成17年９月に人材派遣業を営むキャリアリンク株式会社および広告代理業を営む株式会社ピクニック・

アドの当社保有の全株式を譲渡いたしました。これは、当社グループ事業の中心的な位置付けを占めるローン事業

に経営資源を集中し、経営効率の向上と競争力の強化を図るために、ローン事業とのシナジーの小さい事業を譲渡

したものです。これにより、当連結会計年度における人材派遣業の売上高は前連結会計年度比1,706百万円減少し

3,274百万円、広告代理業の売上高は前連結会計年度比175百万円減少し44百万円と、いずれも大幅に減少いたしま

した。

　エス・エル・メイプル株式会社は、平成17年３月に昭和リースグループより買収した会社で、主に昭和リースグ

ループの顧客に対する損害保険・生命保険の保険代理業を営んでおります。当連結会計年度の売上高は532百万円と

なりました。
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④次期の見通し

　消費者金融業界を取り巻く環境につきましては、競争の激化や多重債務者問題、関係法令の改正などにより予断

を許さない状況が続くものと予想されます。

　こうした状況の下で当社グループは、お客様のニーズを的確にとらえた新たな商品およびサービスの開発とそれ

に応じた与信モデルの開発、ＩＴを活用したチャネル開発を進めるとともに、新生銀行グループのコンシューマー

ファイナンス部門を担う企業としてのブランド力の向上にも努めてまいります。

　業績予想につきましては、営業収益52,400百万円（当連結会計年度比9.4％減）、経常利益7,900百万円（同8.8％

増）、当期純利益4,500百万円（同1.6％増）を見込んでおります。

 

(2）財政状態

（キャッシュフローについて）

  当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、1,995百万円減少し、21,617百万

円となりました。

①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増加は、4,842百万円（前連結会計年度は33,707百万円の増加）と

なりました。これは、一部証券化スキームの終了等による営業貸付金増加21,370百万円（前連結会計年度は3,742百

万円の減少）、法人税等の支払6,325百万円（前連結会計年度比6,157百万円増）があったものの、税金等調整前・

貸倒償却前・減価償却前当期純利益が30,237百万円（前連結会計年度比3,722百万円増）となったことや一部証券化

スキームの償還開始による預り金の増加2,420百万円等によるものであります。

②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、1,645百万円（前連結会計年度は1,587百万円の増加）と

なりました。これは、無人店出店やシステム投資等により、有形固定資産の取得による支出1,362百万円および無形

固定資産の取得による支出789百万円があったことなどによるものであります。

③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、5,192百万円（前連結会計年度は41,270百万円の減少）と

なりました。これは、借入金の返済、社債、コマーシャルペーパーの償還などによる支出が、借入金、社債・コマー

シャルペーパーの発行による収入を3,504百万円上回ったことと、配当金の支払1,493百万円（前連結会計年度比930

百万円の増加）があったことなどによるものであります。

（貸借対照表について）

  当連結会計年度末における財政状態は、総資産が前連結会計年度末比9,376百万円増加の189,591百万円、株主資

本が前連結会計年度末比3,470百万円増加の67,879百万円となり、株主資本比率は、0.1ポイント上昇し、35.8％と

なりました。

 ①資産の部

　資産の部につきましては、パン信販株式会社の子会社化等により営業貸付金が9,377百万円増加したことなどから、

流動資産は、前連結会計年度末に比較して8,910百万円増加し、169,378百万円となりました。固定資産は、無人店

出店やシステム投資等により419百万円増加し、20,139百万円となりました。また、繰延資産は、社債発行費の増加

により47百万円増加し、73百万円となりました。

 ②負債の部

　負債の部では、借入金・社債などの有利子負債が前連結会計年度末比5,444百万円増加したほか、当連結会計年度

より利息返還損失引当金2,650百万円を計上したことなどにより、負債の部合計は、前連結会計年度末に比較して

5,908百万円増加し、121,712百万円となりました。

 ③資本の部

　株主資本につきましては、利益剰余金が2,921百万円増加したほか、有価証券評価差額金が549百万円増加したこ

となどにより、資本合計は前連結会計年度末に比較して3,470百万円増加し、67,879百万円となりました。
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（3）事業等のリスク

　当社グループの事業、業績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要な事項には、以下のよ

うなものがあります。当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避お

よび発生した場合の対応に努める方針でありますが、以下の記載がリスクのすべてを網羅するものではありません。 

　なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信公表日現在において判断したものです。

1.法的規制等について

　当社グループのローン事業（消費者金融業および事業者金融業）は、「貸金業の規制等に関する法律（以下「貸

金業規制法」という。）」および「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」と

いう。）」の適用を受けております。

1）貸付金利の規制に伴うリスク

　平成12年６月１日より「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、「出資法」の貸

付上限金利は年40.004％から現在の年29.2％に引き下げられましたが、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、「出資法」の上限金利については、「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、「資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の

業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行う。」とされております。「出資法」の上限金利が現行

の金利より低い水準に引き下げられた場合、当社グループのローン事業および業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

  一方、「利息制限法」第１条第１項では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度（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無効とするとされておりますが、同条第2項により債務者が当該超過部分を任意に支

払ったときは、その返還を請求することができないとされております。

  当社グループの貸出金利は、「利息制限法」に基づく上限金利を超える部分がありますが、「貸金業規制法」

第43条で、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払ったこと、同法第17条に定める書面を契約時に

遅滞なく交付していること、同法第18条に定める受取証書を弁済時直ちに交付していること等の要件をすべて充

足している場合には、「利息制限法」第１条第１項の規定にかかわらず、有効な利息債務の弁済とみなすとされ

ております。

  しかしながら、顧客（弁護士等の代理人を含む。）が債務整理に際し、超過利息部分の支払を拒み、または支

払済みの超過利息の返還を求める場合があります。消費者金融業者に対して、「貸金業規制法」に定める契約書

記載事項等の不備を理由に、「利息制限法」に定められた利息の最高限度額の超過部分について返還を求める訴

訟がこれまでに複数提起され、これを認める判決も複数下されております。また、金融庁事務ガイドラインの改

正により交付書面の記載及び交付の要件が厳格化され、さらに、平成17年12月にはリボルビング取引において交

付する書面についても返済回数、期間および返済金額の記載が必要などとする最高裁の判断が下されるなど、厳

格な運用が求められる方向にあります。

　当社グループにおきましても、「貸金業規制法」および金融庁事務ガイドラインが最も厳格に運用された場合

には、提携ＡＴＭ利用時に交付される書面の記載事項や返済金を銀行振込により受け付けた場合の書面の交付事

務等の見直しが必要となり、業務に影響を及ぼす可能性があります。

　また、これまでも「利息制限法」の上限金利を越える部分の返還を求める訴訟は増加傾向にありましたが、特

に、平成18年１月、最高裁において、返済が遅れた場合の期限の利益喪失条項が事実上「利息制限法」の上限金

利を越える部分の支払い強制にあたるとして「貸金業規制法」第43条の任意性要件について厳格な判決が示され

て以降、かかる超過利息の返還を求められる事例が増加しております。なお、当社グループは、日本公認会計士

協会が平成18年３月15日に公表した「『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」を踏まえ、当連結会計年度より「利息返還

損失引当金」を計上いたしましたが、今後さらに超過利息の返還を求められる事例が増加し、想定を超えた返還

が必要となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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　2）貸金業規制法の業務規制に伴うリスク

  貸金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（過剰貸付け等の禁止、貸付条

件の掲示、貸付条件の広告、誇大広告の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、白紙委任状の取得

の制限、取立行為の規制、債権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡、貸金業取扱主任者の選任、証明書の携帯、

支払催告書面の記載事項法定化等の規制）を受けており、これらの規制を遵守できなかった場合、業務の全部ま

た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。

  なお、平成16年１月１日に改正「貸金業規制法」が施行され（一部は平成15年９月１日施行）、貸金業登録制

度の強化、営業活動および取立行為に係る規制の強化ならびに無登録営業および「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、金融庁の「事務ガイドライン」により、過剰貸付け防止のための判断基準として、窓口における簡易な

審査のみによって、無担保・無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する１業者当たりの貸付け

の金額について50万円、または、当該資金需要者の年収額の10％に相当する金額とすること、とされております。 

  これらの法令等に基づいて当社グループの属する貸金業協会は、貸付の正常化、取立行為の正常化および広告

の適正化等について自主規制を行うとともに、一層のコンプライアンス体制の強化を図っております。また、当

社グループは、顧客との融資取引開始後も、随時途上与信審査を行うことによってお客様の状況に応じた適正な

与信を行い、過剰貸付の防止に努めております。   

  しかしながら、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、

当社グループのローン事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

  3）その他の法律による影響について  

①個人情報保護法および本人確認法について

  平成17年４月１日に「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）が全面施行され、当社グループは同

法における個人情報取扱事業者に該当します。当社グループは、「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全

管理措置に関する基本方針」として公表しておりますとおり、個人情報の保護に関し万全の措置を講じておりま

すが、万一、不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどの事態が生じた場合や同法の規定または監督

官庁の制定するガイドラインに違反した場合は、同法に基づく勧告、命令、罰則処分や監督官庁からの行政処分

を受ける可能性があります。これ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。

  また、平成15年１月６日に「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関す

る法律」（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および取引記録の保存に関する措置が

定められました。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。 

  これらの法令が改正された場合、または、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、当社グループの事業活動および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

　②破産法改正について 

  平成17年１月１日に改正「破産法」（以下「改正破産法」という。）が施行されました。「改正破産法」の施

行により破産と免責の手続きの一本化および債務者の手元に残る財産の範囲の拡大等、破産手続きの簡素化・迅

速化が図られ、それに伴い破産債務者数が増加する等の場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

2.資金調達について

1)調達の方針

　当社グループは、資金調達方法の多様化、調達先の分散化により、安定した資金確保とともに、調達コストの

低減を図っております。また、金融環境の変化に応じて、機動的に調達構成のバランスも見直しております。 

2)金利変動リスク

　調達金利は市場環境その他により変動することがありますが、一方で、当社グループの貸出の上限金利は「出

資法」の規定により年29.2％を上回ることはできません。従って、有利子負債については、経済情勢、市場環境

等を見極めながら、常時適正なヘッジ率を考慮しつつ、長期固定金利での調達を中心に、一部金利スワップ等に

より、金利変動等による影響の軽減を図っております。 

　しかしながら、将来の金利上昇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。
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3)資金調達状況

　当社グループでは、営業活動を支える資金の調達にあたって、資金コストの低減と調達の安定化を目指してお

ります。当社の資金調達は、金融機関等からの間接調達と、社債、コマーシャルペーパー、営業貸付金の証券化

による資本市場からの直接調達で構成されています。間接調達の借入先は、都市銀行、信託銀行、地方銀行、県

信連、生損保およびノンバンクなどへの分散を図っております。 また、当社は、業務提携先である新生銀行との

間で250億円の当座貸越契約を締結しており、これによって金融市場の一時的な混乱などにより発生する不測の事

態に備えております。 

　当社グループでは、現時点で、貸付資金の調達が困難ではないものと考えておりますが、金融機関による当座

貸越契約の破棄、金融機関の貸し渋り、当社の信用力低下による借入条件の悪化等の場合には、現在と同様の条

件での資金調達が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

3.マーケットについて

1)マーケット環境について

  ①景気変動に係るリスクについて

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移する中、雇用者所得が緩やかに増加し、個

人消費も底堅く推移するなど着実な景気回復が見られましたが、今後、原油価格の高騰や金利の上昇による企

業業績の悪化や、個人消費の伸び悩みなどで景気が後退する場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。  

　②貸倒れの増加リスクについて 

　貸倒償却額に占める自己破産によるものの割合は大きくなっておりますが、当連結会計年度においては、景

気の回復が見られる中、有効求人倍率の上昇や完全失業率の低下などにより、自己破産件数は減少し、環境は

好転してきております。しかしながら、今後、景気後退などで再び自己破産件数が増加に転ずる場合は、貸倒

償却額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。 

　③新規顧客獲得の影響について 

　消費者金融業界においては、競合の激化や慎重な与信スタンスにより、主要企業の多くにおいて新規顧客の

獲得数が伸び悩んでおります。当社といたしましては、無人店舗の整備やＡＴＭ提携、ＩＴの活用等による契

約チャネルの拡充、受付時間の延長、広告展開などを通じ、マーケティングの強化を図る方針でありますが、

新規顧客獲得が進まず、計画する貸付金残高の確保ができない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

2)マーケットの競合に係るリスクについて

　消費者金融マーケットにおいては、低金利でミドルリスク層をターゲットとした消費者金融会社と銀行の合

弁会社の進出や、外資系企業、ＩＴ関連企業による消費者金融業界への参入等、従来の大手消費者金融会社の

シェア争いから、銀行系、外資系、ＩＴ系を含めたより多数の企業による激しい競争が展開されております。

　今後の競合状況によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

4.情報ネットワークシステム、インターネットサービス等または技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の損

害について

　当社グループは、業務を管理するために、内部および外部の情報および情報技術システムに依存しております。

当社グループが使用するハードウェアおよびソフトウェアは、人為的過誤、停電、コンピュータウィルスおよび

これに類する事象などにより、損害や中断等の悪影響を被る可能性があります。また、電話会社およびインター

ネットプロバイダー等の第三者からのサポートサービスの中断等によっても悪影響を被る可能性があります。  

　このような情報または情報技術システムの障害等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

　なお、当社グループは、機器障害発生時にはバックアップ機器に切り替えることにより影響を最小限に留める

べく体制を整えておりますが、地震、台風等の大規模自然災害が発生した場合などには、当社グループの営業の

中断を余儀なくされる可能性があります。 
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5.資産リスクについて

　当社グループが保有する固定資産につきまして、今後想定以上の不動産価格の下落等が生じた場合には、減損

処理が必要となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

6.新生銀行との業務・資本提携による影響について

　当社は、新生銀行との間で業務提携契約を締結しており、また同行の持分法適用の関連会社であります。

　当社は、新生銀行との協力関係強化を図りながら、業務基盤の強化・拡大に努めておりますが、一方、今後、

銀行法その他法令の改正等により、当社グループの業務が制限された場合は、当社グループの事業活動および業

績に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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※1 24,869 22,190

２．営業貸付金
※1.2.
7．8

142,405 151,782

３．繰延税金資産 6,353 6,125

４．その他 8,205 8,750

５．貸倒引当金 △21,366 △19,470

流動資産合計 160,468 89.1 169,378 89.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1 4,849 5,423

減価償却累計額 2,085 2,764 2,390 3,033

(2）土地 ※1 4,862 4,817

(3）その他 1,629 2,307

減価償却累計額 1,284 344 1,479 828

有形固定資産合計 7,971 4.4 8,679 4.6

２．無形固定資産

(1）営業権 417 311

(2）連結調整勘定 1,139 1,334

(3）その他 1,104 1,591

無形固定資産合計 2,661 1.5 3,237 1.7

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※1 1,283 2,205

(2）固定化営業債権 ※7 55 130

(3）繰延税金資産 1,417 989

(4）その他 ※1 6,429 5,027

(5）貸倒引当金 △97 △129

投資その他の資産合計 9,088 5.0 8,222 4.3

固定資産合計 19,720 10.9 20,139 10.6

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 26 73

繰延資産合計 26 0.0 73 0.0

資産合計 180,215 100.0 189,591 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 10,530 6,500

２．１年内返済予定の長期借
入金

35,457 23,734

３．１年内償還予定の社債 10,000 2,000

４．コマーシャルペーパー 13,170 5,500

５．未払法人税等 4,087 430

６．賞与引当金 417 369

７．利息返還損失引当金 － 2,650

８．その他 4,217 6,338

流動負債合計 77,880 43.2 47,523 25.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,000 19,800

３．長期借入金 33,908 52,976

４．退職給付引当金 104 117

５．役員退職慰労引当金 149 58

６．その他 1,760 1,237

固定負債合計 37,923 21.1 74,188 39.1

負債合計 115,803 64.3 121,712 64.2

（少数株主持分）

少数株主持分 2 0.0 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※5 12,665 7.0 12,665 6.7

Ⅱ　資本剰余金 13,133 7.3 13,133 6.9

Ⅲ　利益剰余金 38,378 21.3 41,299 21.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 232 0.1 781 0.4

Ⅴ　自己株式 ※6 △0 △0.0 △1 △0.0

資本合計 64,409 35.7 67,879 35.8

負債、少数株主持分及び資
本合計

180,215 100.0 189,591 100.0

- 12 -



(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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益

１．営業貸付金利息 26,525 31,344

２．信託受益権分配金 23,248 21,134

３．売上高 5,200 3,851

４．その他営業収益 1,481 56,454 100.0 1,475 57,805 100.0

Ⅱ　営業費用

１．金融費用 3,217 2,009

２．売上原価 4,189 7,407 13.1 2,648 4,657 8.1

営業総利益 49,047 86.9 53,148 91.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 41,087 72.8 45,364 78.5

営業利益 7,960 14.1 7,783 13.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 4 0

２．受取配当金 10 13

３．受取賃貸料 105 122

４．法人税等還付加算金 27 －

５．雑収入 74 223 0.4 89 226 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 392 426

２．社債発行費償却 28 43

３．雑損失 171 592 1.1 275 746 1.3

経常利益 7,591 13.4 7,264 12.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※2 38 97

２．退職給付会計基準変更時
差異

21   －   

３．関係会社株式売却益 － 60 0.1 313 410 0.7

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※3 189 99

２．長期前払費用償却  － 189 0.3 92 192 0.3

税金等調整前当期純利益 7,462 13.2 7,482 12.9

法人税、住民税及び事業
税

4,078 2,609

法人税等調整額 △472 3,606 6.4 444 3,054 5.3

少数株主利益又は損失
（△）

△10 △0.0 0 0.0

当期純利益 3,866 6.8 4,427 7.6
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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）

区分
注記
番号

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 5,483 13,133

Ⅱ　資本剰余金増加高   

１．転換社債の転換による新
株の発行

7,649 7,649 － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高 13,133 13,133

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 35,087 38,378

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 3,866 3,866 4,427 4,427

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 562 1,493

２．役員賞与 13 575 13 1,506

Ⅳ　利益剰余金期末残高 38,378 41,299
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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）

区分
注記
番号

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

税金等調整前当期純利益 7,462 7,482

減価償却費 1,275 1,397

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

2,216 △2,874

利息返還損失引当金増加
額

－ 2,650

貸倒償却額 17,778 21,358

受取利息及び受取配当金 △15 △14

支払利息 392 426

営業貸付金の減少額（△
増加額）

3,742 △21,370

未収入金の減少額（△増
加額）

1,709 △313

預け金の減少額（△増加
額）

375 △446

預り金の増加額（△減少
額）

△169 2,420

その他 △508 854

小計 34,260 11,570

利息及び配当金の受取額 15 14

利息の支払額 △399 △417

法人税等の支払額 △168 △6,325

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

33,707 4,842
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

定期性預金の減少額 1,691 684

有形固定資産の取得によ
る支出

△320 △1,362

有形固定資産の売却によ
る収入

－ 146

無形固定資産の取得によ
る支出

△70 △789

無形固定資産の売却によ
る収入

94 0

投資有価証券の取得によ
る支出

△0 △0

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入

64 138

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
支出

－ △622

その他 129 161

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

1,587 △1,645
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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）

区分
注記
番号

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

コマーシャルペーパーの
発行による収入

67,290 44,600

コマーシャルペーパーの
償還による支出

△63,050 △52,270

短期借入れによる収入 36,730 28,830

短期借入金の返済による
支出

△44,811 △32,830

長期借入れによる収入 36,360 49,963

長期借入金の返済による
支出

△54,749 △51,597

社債の発行による収入 2,500 19,800

社債の償還による支出 △20,900 △10,000

ファイナンス・リース債
務の返済による支出

△76 △195

自己株式の取得による支
出

△0 △0

配当金の支払額 △562 △1,493

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△41,270 △5,192

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

△5,975 △1,995

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

29,588 23,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

23,612 21,617
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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

項目
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．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は、キャリアリンク株式会社、

株式会社ピクニック・アド、株式会社アル

コ、ファブリンク株式会社及びエス・エ

ル・メイプル株式会社の５社であります。

　エス・エル・メイプル株式会社は、連結

子会社である株式会社アルコが全株式を取

得したことにより、当連結会計年度から連

結子会社となっております。  

　連結子会社は、株式会社アルコ、パン信

販株式会社及びエス・エル・メイプル株式

会社の３社であります。

　なお、パン信販株式会社は、当社が全株

式を取得したことにより、当連結会計年度

から連結子会社となっております。

　また、前連結会計年度まで連結子会社で

ありましたキャリアリンク株式会社、株式

会社ピクニック・アドの全株式を当連結会

計年度中に売却したため、同２社及びキャ

リアリンク株式会社の子会社であるファブ

リンク株式会社の計３社は、連結子会社か

ら除外しております。 

  当連結決算におきましては、当該３社の

平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

での経営成績及びキャッシュフローの数値

が含まれております。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左

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は、連結決算日と一

致しております。

同左

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

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同左

(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、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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

①　有形固定資産

同左

建物及び構築物 ３～50年

その他（器具備品） ３～15年
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項目
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）

②　無形固定資産

イ）営業権

　５年間で毎期均等額を償却しており

ます。

②　無形固定資産

イ）営業権

同左

ロ）ソフトウェア

　自社利用目的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り償却してお

ります。

ロ）ソフトウェア

同左

③　長期前払費用

　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　社債発行費

　社債の償還期限内または商法施行規則

に規定する最長期間（３年）のいずれか

短い期間で均等償却しております。

①　社債発行費

同左

(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、

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勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　

──────

③　利息返還損失引当金

　利息制限法の上限金利を超過する貸付

金利息分の顧客からの返還請求による損

失に備えるため、過去の返還実績および

最近の返還状況を考慮し、貸付金を超過

して支払う返還損失見込額を計上してお

ります。なお、貸付金に充当される返還

損失見込額は貸倒引当金に含めておりま

す。

（追加情報）

　前連結会計年度において利息返還によ

り生じる損失見込額をすべて貸倒引当金

として計上しておりましたが、リサー

チ・センター審理情報NO.24（平成18年

３月15日　日本公認会計士協会）を踏ま

え、利息返還見込額の重要性が増したこ

とから、当連結会計年度より貸付金を超

過して支払う返還損失見積額を利息返還

損失引当金として計上しております。
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項目
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）

④　退職給付引当金

　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

年金資産の見込額に基づき、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、会計基準変更時差異（利益106

百万円）については、５年による按分額

を取崩処理しております。

④　退職給付引当金

　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

年金資産の見込額に基づき、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。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に充てるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(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

る方法に準じて処理しております。

同左

(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。

ただし、金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップ取引等については、

特例処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（金利スワップ取

引）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　変動金利建ての借入金利息

ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、借入金利息の金

利変動リスクを回避する目的で、変動金

利建ての借入金に対して、デリバティブ

取引（金利スワップ取引）でキャッ

シュ・フローヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

同左
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項目
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）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　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について相関性を

求めることにより行っております。

　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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　営業貸付金利息の計上基準

　営業貸付金利息は発生主義により計上

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、利息制限法利率または当社の約

定利率のいずれか低い方によって計上し

ております。

①　営業貸付金利息の計上基準

同左

②　借入金利息、コマーシャルペーパー利

息及び社債利息の会計処理

　借入金利息、コマーシャルペーパー利

息及び社債利息については、営業債権に

対応する部分を営業費用とし、その他の

ものについては営業外費用として処理し

ております。

②　借入金利息、コマーシャルペーパー利

息及び社債利息の会計処理

同左

③　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式を採用

しております。なお、控除対象外消費税

等については発生会計年度の費用として

処理しております。

③　消費税等の会計処理

同左

④　匿名組合契約による持分の会計処理

レバレッジドリース

　当社の出資に係る匿名組合の持分を

適正に評価するために、当社の負担す

べき投資損失累計額を投資その他の資

産のその他（出資金）から直接控除し

ております。

　また、同組合の当期に属する損益の

当社持分相当額を匿名組合損益として

処理し営業外収益の「雑収入」に計上

しております。

④　匿名組合契約による持分の会計処理

レバレッジドリース

同左

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に

ついては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

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、重要性が乏しいものに

ついては、発生連結会計年度に一括償却し

ております。 

同左

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。

同左
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項目
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）

８．連結キャッシュ・フロー

計算書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、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

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取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

表示方法の変更

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）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました投資事業有限責任組合等に係る出

資（前連結会計年度66百万円、当連結会計年度59百万円）

は、証券取引法の有価証券の定義規定の改正により、当連

結会計年度より「投資有価証券」に含めて表示しておりま

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．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。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

科目 金額（百万円）

現金及び預金（定期預金） 573

営業貸付金 61,300

建物及び構築物 1,189

土地 4,681

投資有価証券 498

投資その他の資産その他（土
地）

152

計 68,395

科目 金額（百万円）

現金及び預金（定期預金） 573

営業貸付金 17,510

建物及び構築物 1,158

土地 4,527

投資有価証券 672

計 24,442

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

科目 金額（百万円）

短期借入金 4,000

１年内返済予定の長期借入
金

31,089

長期借入金 26,476

計 61,565

科目 金額（百万円）

１年内返済予定の長期借入
金

10,266

長期借入金 7,685

計 17,951

※２．消費者向無担保ローン残高 ※２．消費者向無担保ローン残高

84,615百万円 89,668百万円

３．偶発債務 ３．　　　　　　　──────

　営業保証業務（一般顧客が当社の業務提携先（銀

行）から受けた融資に係る債務について、一般顧客に

対し債務保証する業務）に対するもの

 

240百万円

４．受取手形割引高 ４．　　　　　　　──────

47百万円  

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式70,277,524株で

あります。

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式70,277,524株で

あります。

※６．連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は普通株式1,620株であります。

※６．連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は普通株式1,940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（営業貸付金及び固定化営業債権） ※７．不良債権（営業貸付金及び固定化営業債権）

区分 金額（百万円）

破綻先債権 4

延滞債権 51

三カ月以上延滞債権 1,544

貸出条件緩和債権 8,943

合計 10,543

区分 金額（百万円）

破綻先債権 3

延滞債権 127

三カ月以上延滞債権 2,051

貸出条件緩和債権 6,945

合計 9,127

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当

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号に規定する事由に該当する貸付金であります。

(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）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが、

約定支払日の翌日から三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、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免等、債務者に有利と

なる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及

び三カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

(4）　　　　　　　　　 同左

※８．当社が所有する営業貸付金の一部を信託し、その受

益権を第三者に譲渡したことによりオフバランスと

なった営業貸付金の残高は、72,259百万円であります。

※８．当社が所有する営業貸付金の一部を信託し、その受

益権を第三者に譲渡したことによりオフバランスと

なった営業貸付金の残高は、61,006百万円であります。

- 24 -



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）

  ９．営業貸付金に係るコミットメントライン契約

　営業貸付金のうち142,178百万円は、リボルビング

契約（限度借入契約）によるものであります。

　同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。

　同契約に係る融資未実行残高は95,359百万円であり

ます。このうちには当連結会計年度末に残高のない顧

客に対する融資未実行残高が63,797百万円含まれてお

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。

　同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止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、与信保全の

措置等を講じております。

  ９．営業貸付金に係るコミットメントライン契約

　営業貸付金のうち146,033百万円は、リボルビング

契約（限度借入契約）によるものであります。

　同契約は、一定の利用限度額を決めておき、契約上

規定された条件について違反がない限り、利用限度枠

の範囲で繰返し貸出を行う契約であります。

　同契約に係る融資未実行残高は104,941百万円であ

ります。このうちには当連結会計年度末に残高のない

顧客に対する融資未実行残高が72,272百万円含まれて

おります。

　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。

　同契約には、顧客の信用状況の変化、経済情勢の変

化、その他相当の事由があるときは、利用限度枠の減

額又は貸出の中止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、与信保全の

措置等を講じております。

10．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

10．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め新生銀行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 20,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 17,000百万円

当座貸越極度額 25,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 22,000百万円
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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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 741百万円

貸倒損失 1,600百万円

貸倒引当金繰入額 18,244百万円

従業員給料手当 5,655百万円

賞与引当金繰入額 417百万円

賃借料 5,110百万円

広告宣伝費 2,064百万円

貸倒損失 2,239百万円

貸倒引当金繰入額 16,284百万円

利息返還損失引当金繰入額 2,650百万円

従業員給料手当 5,143百万円

賞与引当金繰入額 369百万円

賃借料 5,030百万円

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

科目 金額（百万円）

土地 38

計 38

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 1

土地 94

有形固定資産その他 0

計 97

※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 115

その他 73

計 189

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 39

有形固定資産その他 36

無形固定資産その他 23

計 99
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（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 24,869百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,257百万円

現金及び現金同等物 23,612百万円

現金及び預金 22,190百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △573百万円

現金及び現金同等物 21,617百万円

２．株式の取得により新たに連結子会社となったエス・エ

ル・メイプル株式会社の資産及び負債の主な内訳

流動資産 108百万円

固定資産 400百万円

連結調整勘定 115百万円

流動負債 △79百万円

固定負債 △525百万円

株式の取得価額(イ) 19百万円

当該会社の現金及び現金同等物(ロ) 83百万円

差引：子会社株式取得による収入(ロ－イ) 64百万円

２．株式の取得により新たに連結子会社となったパン信販

株式会社の資産及び負債の主な内訳

流動資産 11,121百万円

固定資産 400百万円

繰延資産 1百万円

連結調整勘定 651百万円

流動負債 △192百万円

固定負債 △10,378百万円

株式の取得価額(イ) 1,604百万円

当該会社の現金及び現金同等物(ロ) 1,742百万円

差引：子会社株式取得による収入(ロ－イ) 138百万円

３．　　　　　　　──────

 

 ４．重要な非資金取引の内容

(1）転換社債の転換

転換権の行使による資本金増加額 7,649百万円

転換権の行使による資本準備金増加

額

7,649百万円

転換権の行使による転換社債減少額 15,299百万円

　なお、上記は旧商法に基づき発行された転換社債の転換

によるものであります。

(2）ファイナンス・リース取引

　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ970百万円であ

ります。

３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳

　株式の売却により連結子会社でなくなったキャリアリン

ク株式会社他計３社の資産及び負債の内訳並びに株式の売

却価額と売却による支出（純額）との関係は次のとおりで

す。

流動資産 1,896百万円

固定資産 225百万円 

流動負債 △636百万円

固定負債 △1,292百万円 

少数株主持分 △4百万円 

上記３社株式売却益 313百万円 

上記３社株式売却価額（イ） 501百万円 

上記３社現金及び現金同等物（ロ） 1,123百万円 

差引：上記３社株式売却による支出(イ－ロ) △622百万円 

 

４．　　　　　　　──────
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（リース取引）

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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

  ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

  ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

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）

有形固定資産
その他

4,212 2,628 1,583

無形固定資産
その他

5,319 2,283 3,036

合計 9,531 4,912 4,619

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）

有形固定資産
その他

3,444 1,636 1,808

無形固定資産
その他

5,302 3,288 2,014

合計 8,746 4,924 3,822

  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年内 1,805百万円

１年超 2,954百万円

合計 4,759百万円

１年内 1,790百万円

１年超 2,157百万円

合計 3,947百万円

  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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,339百万円

減価償却費相当額 2,168百万円

支払利息相当額 179百万円

支払リース料 2,038百万円

減価償却費相当額 1,892百万円

支払利息相当額 134百万円

  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

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。

  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

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

    未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 2百万円

合計 5百万円

２．オペレーティング・リース取引

    未経過リース料

１年内 1百万円

合計 1百万円
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（有価証券）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

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

(1）株式 524 762 237 524 1,452 927

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 296 449 152 296 684 387

小計 821 1,211 390 821 2,136 1,315

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 0 0 △0 0 0 △0

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 0 0 △0 0 0 △0

合計 821 1,212 390 822 2,137 1,315

２．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）中に売却したその他有価証券

　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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）

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）

その他有価証券

非上場株式 11 8

投資事業組合出資金 59 58
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（デリバティブ取引）

１．取引の状況に関する事項

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．取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

等であります。

１．取引の内容

同左

２．取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

２．取引に対する取組方針

同左

３．取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

３．取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たす金

利スワップ等については、特例処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　変動金利建ての借入金利息

ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、借入金利息の金利変動リスク

を回避する目的で、変動金利建ての借入金に対して、

デリバティブ取引（金利スワップ取引）でキャッシュ・

フローヘッジを行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象の指標金利と

の変動幅について相関性を求めることにより行ってお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

４．取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。デリバティブ取引の契約先はいずれも信

用度の高い金融機関等であり、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

４．取引に係るリスクの内容

同左

５．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

５．取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年３月31日）及び当連結会計年度（平成18年３月31日）

該当事項はありません。なお、ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引は、注記の対象から除いており

ます。

（退職給付）

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、勤続期間が３年以上の従業員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時までの

勤続年数や給与等に基づき算定された退職金を支払うこととなっております。この退職金の支払に充てるた

め、当社は適格退職年金制度を採用し、連結子会社は退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

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　退職給付債務（百万円） △738 △753

②　年金資産（百万円） 664 780

③　未積立退職給付債務（①＋②）（百万円） △74 27

④　未認識数理計算上の差異（百万円） △30 △144

⑤　退職給付引当金（③＋④）（百万円） △104 △117

　（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

- 31 -



３．退職給付費用に関する事項

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　勤務費用（百万円） 112 94

②　利息費用（百万円） 12 13

③　期待運用収益（百万円） △4 △4

④　会計基準変更時差異の費用処理額

（百万円）
△21 －

⑤　数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △7 △11

⑥　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤）

（百万円）
91 92

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

②　割引率 2.0％ 2.0％

③　期待運用収益率 0.75％ 0.75％

④　数理計算上の差異の処理年数

５年（定率法により、それぞれ

発生の翌連結会計年度より費用

処理しております。）

　５年（定率法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年度より費

用処理しております。）

⑤　会計基準変更時差異の処理年数 ５年 　────── 
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（税効果会計）

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

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

貸倒引当金繰入限度超過額 2,739百万円

貸倒損失否認額 4,036百万円

投資有価証券評価損否認額 75百万円

賞与引当金繰入限度超過額 169百万円

減損損失否認額 453百万円

減価償却超過額否認 225百万円

未払事業税 329百万円

退職給付引当金 40百万円

役員退職慰労引当金繰入額 60百万円

繰越欠損金 450百万円

その他 115百万円

繰延税金資産の小計 8,696百万円

評価性引当額 △506百万円

繰延税金資産合計 8,189百万円

繰延税金負債 419百万円

繰延税金資産純額 7,770百万円

繰延税金資産

貸倒引当金繰入限度超過額 1,475百万円

貸倒損失否認額 4,131百万円

賞与引当金 150百万円

減損損失否認額 453百万円

減価償却超過額否認 86百万円

未払事業税 48百万円

利息返還損失引当金 1,077百万円

退職給付引当金 47百万円

役員退職慰労引当金 23百万円

繰越欠損金 360百万円

その他 248百万円

繰延税金資産の小計 8,102百万円

評価性引当額 △403百万円

繰延税金資産合計 7,699百万円

繰延税金負債 584百万円

繰延税金資産純額 7,114百万円

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

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 40.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目
0.2％

法人住民税均等割 0.5％

連結調整勘定償却額 2.4％

評価性引当額 5.5％

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3％

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、注記を省略しております。
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（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）　

ロ－ン事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社 
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益　      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 51,255 5,199 56,454 － 56,454

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 625 625 (625) －

計 51,255 5,824 57,079 (625) 56,454

営業費用 39,964 5,890 45,854 2,640 48,494

営業利益 11,290 (65) 11,225 (3,265) 7,960

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 174,219 1,608 175,827 4,388 180,215

減価償却費 1,168 26 1,194 81 1,275

資本的支出 2,358 58 2,416 34 2,450

(注）１．事業区分の方法

　　　 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）ロ－ン事業　……消費者金融業、事業者金融業

　　　（２）その他の事業……人材派遣業、広告代理業、構内請負業及び製造ライン向人材派遣業並びに保

　　　　　　　　　　　　　　険代理業

　　　３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、3,289百万円であり、

　　　その主なものは、当社の総務・経理部門等に係る費用であります。

　　　４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、5,140百万円であり、その主なもの

　　　は、当社の総務・経理部門等に係る資産であります。　　　　　

　　　

  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）　

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「ローン事業（消費

者金融業及び事業者金融業）」の割合が、いずれも90％を超えているため、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）

　当社及び連結子会社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び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）

　当社及び連結子会社は、海外売上高がないため該当事項はありません。
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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

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

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）

株式会社

新生銀行

東京都千代

田区
451,200 銀行業

所有

直接0.0

被所有

直接39.1

（注）

業務提携及

び資金の調

達

資金の調達（注

３）（注５）

借入

27,500

返済

27,500

コマー

シャル

ペーパー

1,000

短期借入金 3,000

長期借入金 5,000

利息の支払（注

３）
58 － －

 （注）同社の従業員１名が常勤役員として当社に出向しており、同社従業員１名が当社非常勤役員を兼任しており

ます。

(2)役員及び個人主要株主等

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

役員及び

その近親

者

前田直義 － － 当社相談役
被所有

直接1.0
－ －

土地賃借の保証

金の差入

（注１）

－

投資その

他の資産

その他

（差入保

証金）

20

土地賃借料の支

払（注２）
11 － －

役員及び

その近親

者

三浦雅生 － － 当社監査役 なし － －
弁護士報酬（注

３）
12 － －

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）

有限会社

サクセス

兵庫県姫

路市
96

不動産賃貸

業及び駐車

場の経営

被所有

直接1.4
 兼任1

当社への

建物の賃

貸及び当

社からの

土地等の

賃借

建物賃借の保証

金の返還（注

１）

20 － －

建物賃借料等の

支払（注４）
9 － －

土地等賃貸の保

証金の返還（注

４）

54

固定負債

その他

（預り敷

金）

18

土地賃貸料等の

受取（注２）
24 － －
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(3)兄弟会社等

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

その他の

関係会社

の子会社

新生信託

銀行株式

会社

東京都千代

田区
5,000 信託銀行業 － －

貸付債権の

信託

貸付債権の信託

(注)３
89,737

営業貸付

金（信託

受益権）

22,191

信託受益権分配

金等の受取(注)

３

10,417

流動資産

その他

（未収入

金）

1,910

信託財産のサー

ビサー業務(注)

３

97,287

流動負債

その他

（預り

金）

2,045

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）当社以外の他の一般会社に対するものと同様であります。

（注２）市中相場を基に決定した条件によっております。

（注３）一般取引条件と同様に決定しております。

（注４）他の一般会社に対するものと同様であります。

（注５）資金の借入については、営業貸付金5,250百万円、建物及び構築物1,050百万円を担保に供しており

ます。

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

３．株式会社新生銀行が平成16年10月８日付で当社転換社債を株式に転換し、当社が同社の関連会社となったた

め、株式会社新生銀行及び新生信託銀行株式会社についての上記金額は、同日以降のものを記載しておりま

す。なお、新生信託銀行株式会社との取引は、同行の信託勘定との取引であります。

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

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

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）

株式会社

新生銀行

東京都千代

田区
451,200 銀行業

所有

直接0.0

被所有

直接36.5

 －

業務提携及

び資金の調

達

資金の調達

借入

28,000

返済

29,000

短期借入金 3,000

長期借入金 5,000

利息の支払 166 － －

  （注）１．同社の従業員１名が常勤役員として当社に出向しており、同社従業員１名が当社非常勤役員を兼任しており

ます。

２．資金の借入については、建物及び構築物904百万円を担保に供しております。 

３．利息の支払については、市中相場を基に決定した条件によっております。 

４．取引金額には消費税等は含まれておりません。

５．株式会社新生銀行からの当座貸越契約極度額の総額は25,000百万円、差引額は22,000百万円であります。 
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(2)役員及び個人主要株主等

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

役員及び

その近親

者

前田直義 － － 当社相談役
被所有

直接1.0
－ －

土地賃借の保証

金の差入
－

投資その

他の資産

その他

（差入保

証金）

20

土地賃借料の支

払
2 － －

役員及び

その近親

者

三浦雅生 － － 当社監査役 なし － － 弁護士報酬 15 － －

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）

有限会社

サクセス

兵庫県姫

路市
96

不動産賃貸

業及び駐車

場の経営

被所有

直接0.9
－

当社への

建物の賃

貸及び当

社からの

土地等の

賃借

建物賃借の保証

金の返還
0 － －

建物賃借料等の

支払
0 － －

土地等賃貸の保

証金の返還
0

固定負債

その他

（預り敷

金）

17

土地賃貸料等の

受取
23 － －

主要な株

主（個

人）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）

キャリア

リンク株

式会社

東京都新

宿区
160 人材派遣業 なし －

当社への

人材派遣

及び当社

からの建

物の賃借

及び当社

からの出

向の受入

人材派遣料の支

払
326

流動負債

その他

（未払

金）

58

建物賃貸料の受

取
17 － －

出向者の賃金の

受取
16 － －

主要な株

主(個人)

及びその

近親者

前田直典 － － 当社顧問
被所有

直接15.8
－ －

土地賃借の保証

金の差入
－

投資その

他の資産

その他

（差入保

証金）

20

土地賃借料の支

払
8 － －

主要な株

主(個人)

及びその

近親者

前田直義 － －

当社相談役

準学校法人

姫路情報学

院理事長

被所有

直接1.0
－ －

準学校法人

姫路情報学院へ

の土地の譲渡

55 － －
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　 (注）１．当社前相談役前田直義氏は、当社前取締役社長前田直典氏の近親者にあたるため、役員及びその近親者とし

て記載しておりますが、平成17年６月29日開催の第51期定時株主総会において前田直典氏が取締役を退任し

たことに伴い、同日以降、前田直義氏の属性は役員及びその近親者ではなくなっております。従って、議決

権等の所有割合は平成17年６月29日時点の所有割合を、土地賃借の保証金差入残高は平成17年６月29日時点

の差入残高を、また、土地賃借料の支払は平成17年６月29日までの取引金額を記載しております。

　なお、前田直義氏は、平成17年６月29日以降、逝去された平成17年11月29日までは主要な株主（個人）及

びその近親者に該当しておりますが、この間の取引は、平成17年６月29日以降主要な株主（個人）及びその

近親者に該当する前取締役社長前田直典氏との取引に含めて記載しております。

２．有限会社サクセスは、平成17年６月29日までは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

（当該会社等子会社を含む）に該当しておりましたが、平成17年６月29日以降は、主要な株主（個人）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（当該会社等子会社を含む）に属性が変更されております。

３．土地賃借及び建物賃借に係る保証金並びに賃借料、弁護士報酬等はいずれも市中相場を基に決定した条件に

よっております。

４．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(3)兄弟会社等

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼務等
（人）

事業上
の関係

その他の

関係会社

の子会社

新生信託

銀行株式

会社

東京都千代

田区
5,000 信託銀行業 － －

貸付債権の

信託

貸付債権の信託 183,527

営業貸付

金（信託

受益権）

25,647

信託受益権分配

金等の受取
20,753

流動資産

その他

（未収入

金）

3,953

信託財産のサー

ビサー業務
196,254

流動負債

その他

（預り

金）

4,514

　（注）１．取引条件は、市中相場を基に決定した条件によっております。

２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

３．取引は同行の信託勘定との取引であります。
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（１株当たり情報）

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）

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      916円33銭

１株当たり当期純利益金額  67円45銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまして

は、当連結会計年度末において潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額  965円72銭

１株当たり当期純利益金額 62円82銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまして

は、当連結会計年度末において潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎） （１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎）

・損益計算書上の当期純利益 ・損益計算書上の当期純利益

3,866百万円 4,427百万円

・１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式

に係る当期純利益

・１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式

に係る当期純利益

3,853百万円 4,414百万円

・普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ・普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

利益処分による役員賞与金 13百万円 利益処分による役員賞与金 13百万円

・１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式

及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数の種類別内訳

・１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式

及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数の種類別内訳

普通株式 57,133,644株 普通株式 70,275,740株
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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）

（株式取得）

  当社は、規模拡大による当社グループの経営基盤強化

を図るため、平成17年４月15日付でパン信販株式会社の

全株式を取得いたしました。

１．株式取得の相手会社の名称

株式会社タカ・コーポレーション他

２．買収した会社の名称、事業内容及び規模

(1)商号 パン信販株式会社

(2)本店所在地 仙台市若林区大和町五丁目32番7号

(3)資本の額 70百万円

(4)設立時期 平成5年5月

(5)営業収益 2,551百万円（平成16年12月期）

(6)経常利益 473百万円（平成16年12月期）

(7)総資産
11,240百万円（平成16年12月末現

在）

(8)従業員数 62名（平成16年12月末現在）

(9)事業内容 消費者金融業

３．取得した株式の数及び取得後の持分比率

取得した株式の数： 1,400株

取得価額： 1,604百万円

取得後の持分比率： 100.0％

 

──────
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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）

（子会社株式の売却）

　当社は平成17年６月10日開催の取締役会において、連

結子会社であるキャリアリンク株式会社の株式を売却す

ることを決議しました。

１．売却の理由

当社グループ事業の中心的な位置付けを占めるロー

ン事業に経営資源を集中し、経営効率の向上と競争

力の強化を図るために、ローン事業とのシナジーの

小さい事業を譲渡するものです。 

２．売却する相手会社の名称

譲渡の方法につきましては、ＭＢＯ（マネジメン

ト・バイ・アウト）の手法を予定しており、具体的

なスキームおよび条件等につきましては今後協議し

決定することとしております。 

３．売却の時期

未定 

４．当該子会社等の名称、事業内容及び会社との取引内容

(1)商号 キャリアリンク株式会社

(2)本店所在地 新宿区西新宿二丁目１番１号

(3)資本の額 160百万円

(4)設立時期 平成8年10月

(5)売上高 5,454百万円（平成17年3月期）

(6)経常利益 80百万円（平成17年3月期）

(7)総資産 1,094百万円（平成17年3月末現在）

(8)従業員数 149名（平成17年3月末現在）

(9)事業内容 人材派遣業

５．売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後

の持分比率

売却する株式の数： 31,460株

売却価額及び売却損

益：
未定

売却後の持分比率： 0.0％

──────
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５．営業実績

(1）営業収益の状況

 （単位：百万円）

科目

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）

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

営業貸付金利息 26,525 47.0 31,344 54.2

消費者向営業貸付金利息 19,380 34.3 23,341 40.4

無担保ローン利息 19,257 34.1 23,204 40.2

有担保ローン利息 123 0.2 136 0.2

事業者向営業貸付金利息 7,144 12.7 8,002 13.8

証書貸付利息 101 0.2 43 0.1

ノーローンビジネス利息 6,792 12.0 7,927 13.7

有担保貸付利息 250 0.5 31 0.0

信託受益権分配金 23,248 41.2 21,134 36.6

その他 6,681 11.8 5,326 9.2

合計 56,454 100.0 57,805 100.0

　（注）１．その他には預金利息、受取手数料、償却債権取立益、人材派遣売上高等が含まれております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品別貸付金残高の状況

 （単位：百万円）

区分

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）

件数 金額 比率 件数 金額 比率

件 ％ 件 ％

営業貸付金 373,231 214,664 100.0 370,085 212,789 100.0

消費者向営業貸付金 318,957 145,219 67.6 322,737 150,136 70.6

無担保ローン 318,678 144,317 67.2 322,469 149,157 70.1

有担保ローン 289 901 0.4 276 978 0.5

事業者向営業貸付金 54,343 69,445 32.4 47,375 62,652 29.4

証書貸付 2,067 1,337 0.6 1,126 651 0.3

ノーローンビジネス 52,253 67,085 31.3 46,237 61,852 29.0

有担保貸付 24 1,021 0.5 13 148 0.1

合計 373,231 214,664 100.0 370,085 212,789 100.0

　（注）１．件数は顧客数であり、一部の顧客については複数の商品を利用しているため、各区分の件数の合計は合計件

数に一致しておりません。

２．貸付債権を信託し、その受益権を第三者に譲渡することによってオフバランスとなった営業貸付金残高（当

連結会計年度末61,006百万円、前連結会計年度末72,259百万円）を含んでおります。
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