
 

 
平成18年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年５月15日

上場会社名 株式会社クレディア 上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）

コード番号 8567 本社所在都道府県 静岡県

(URL　http://www.credia.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　石尾　頼央

問合せ先責任者　役職名 取締役経理部長 氏名　古河　幸俊 ＴＥＬ　　（０５４）２０２－１２００

決算取締役会開催日 平成18年５月15日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月26日 定時株主総会開催日 平成18年６月23日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）本個別財務諸表の概要及び添付資料中の金額は、表示単位未満を切り捨てております。

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 24,908 (3.5) 1,865 (△42.6) 2,198 (△36.5)

17年３月期 24,071 (△1.1) 3,249 (40.0) 3,460 (39.1)

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 1,304 (△35.2) 60 78 ─ ─ 3.9 1.8 8.8

17年３月期 2,011 (59.9) 190 66 ─ ─ 6.6 3.0 14.4

（注）①期中平均株式数 18年３月期 21,238,091株 17年３月期 10,442,589株

②当社は平成17年11月18日付で１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。

③会計処理の方法の変更 無
④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 33 75 22 50 11 25 496 55.5 1.4

17年３月期 45 00 20 00 25 00 470 23.6 1.5

 (注)　当社は平成17年11月18日付で１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。

(3）財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 124,159 35,574 28.7 1,532 34

17年３月期 121,633 31,431 25.8 3,004 75

（注）①期末発行済株式数 18年３月期    23,207,165株 17年３月期 10,453,790株
②期末自己株式数 18年３月期        3,835株 17年３月期 311,710株

③当社は平成17年11月18日付で１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

営業収益 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 12,921 1,291 653 11 25 ――― ―――

通　期 25,891 3,546 1,884 ――― 11 25 22 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　81円 19銭

（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社の判断で作成したも

のであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想の前提

条件、その他関連する事項については、添付資料11ページをご参照ください。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

　 　
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預金 22,264,440  14,541,597  △7,722,843

２．営業貸付金
※1,2
 6,7

87,830,922  93,389,414  5,558,492

３．商業手形  51,695  88,064  36,369

４．割賦売掛金 144,696  120,476  △24,220

５．商品 25,738  25,738  －

６．前払費用 504,174  517,628  13,454

７．未収収益 699,961 701,202 1,241

８．繰延税金資産 972,255 1,013,368 41,112

９．未収入金 1,261,637 1,040,876 △220,760

10．関係会社短期貸付
金

3,200,000 7,370,000 4,170,000

11．信託受益権 3,477,743 4,196,551 718,807

12．その他 327,705 356,003 28,297

13．貸倒引当金 △9,091,000 △9,430,369  △339,369

流動資産合計 111,669,971 91.8 113,930,553 91.8 2,260,582

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物  3,493,074 3,442,937  

減価償却累計額 1,822,558 1,670,515 1,873,701 1,569,236 △101,278

(2)構築物 554,511 538,357  

減価償却累計額 342,001 212,510 349,759 188,597 △23,912

(3)器具備品 1,528,510 1,493,900  

減価償却累計額 1,291,152 237,358 1,290,829 203,070 △34,287

(4)土地  1,847,036 1,847,036 －

有形固定資産合計 3,967,419 3.3 3,807,941 3.1 △159,478
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産  

(1)営業権 414,180 － △414,180

(2)商標権   46   399  352

(3)特許権   －   321  321

(4)ソフトウェア 1,180,255 1,099,280 △80,975

(5)ソフトウェア仮
勘定

－ 751,044 751,044

(6)電話加入権 171,228 170,429 △798

無形固定資産合計 1,765,711 1.5 2,021,474 1.6 255,762

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 ※１ 1,329,360 1,287,312 △42,047

(2)関係会社株式 1,660,500 1,720,500 60,000

(3)出資金 11,701 10,285 △1,415

(4)破産、更生債権
等

※６ 167,923 237,630 69,706

(5)長期前払費用 27,468 75,839 48,371

(6)繰延税金資産 260,295 320,570 60,275

(7)差入保証金 911,580 955,755 44,174

(8)その他 29,640 29,640 －

(9)貸倒引当金 △168,000 △237,630 △69,630

投資その他の資産
合計

4,230,469 3.5 4,399,904 3.5 169,435

固定資産合計 9,963,600 8.2 10,229,320 8.2 265,719

資産合計 121,633,572 100.0 124,159,874 100.0 2,526,302
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．買掛金 4,008  3,469  △539

２．短期借入金 ※１ 3,375,000  4,428,000  1,053,000

３．一年内返済予定長
期借入金

※１ 35,637,384  41,929,068  6,291,684

４．一年内償還予定社
債

13,200,000  1,350,000  △11,850,000

５．コマーシャル・
ペーパー

3,500,000 1,000,000 △2,500,000

６．未払金 196,401  196,449  47

７．未払費用 393,750 385,140 △8,609

８．未払法人税等 717,000 655,000 △62,000

９．預り金 543,270 347,919 △195,351

10．前受収益 653,662 654,875 1,213

11．賞与引当金 332,650  339,905  7,255

12．債務保証損失引当
金

301,000 284,000 △17,000

13. 利息返還損失引当
金

－ 1,500,000 1,500,000

14．その他 17,513 15,377 △2,135

流動負債合計 58,871,640 48.4 53,089,204 42.8 △5,782,436

Ⅱ．固定負債  

１．社債 1,950,000  1,100,000  △850,000

２．長期借入金 ※１ 28,575,080  33,521,534  4,946,454

３．退職給付引当金 419,294  457,524  38,229

４．役員退職慰労引当
金

358,473  378,307  19,833

５．その他 27,949 38,835 10,886

固定負債合計 31,330,798 25.8 35,496,201 28.6 4,165,403

負債合計 90,202,439 74.2 88,585,406 71.3 △1,617,032
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※３ 6,987,389 5.7 8,222,189 6.6 1,234,800

Ⅱ．資本剰余金  

１．資本準備金 6,711,230 7,945,627  

２．その他資本剰余金  

(1)自己株式処分差
益

5,718 361,400  

資本剰余金合計 6,716,949 5.5 8,307,027 6.7 1,590,078

Ⅲ．利益剰余金  

１．利益準備金 341,830 341,830  

２．任意積立金  

(1）固定資産圧縮積
立金

25,628 24,372  

(2）別途積立金 15,830,000 17,330,000  

３．当期未処分利益 2,061,214 1,349,878  

利益剰余金合計 18,258,673 15.0 19,046,081 15.3 787,407

Ⅳ．その他有価証券評価
差額金

26,367 0.0 2,609 0.0 △23,758

Ⅴ．自己株式 ※４ △558,247 △0.5 △3,441 △0.0 554,806

資本合計 31,431,132 25.8 35,574,467 28.7 4,143,335

負債・資本合計 121,633,572 100.0 124,159,874 100.0 2,526,302
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(2）損益計算書

　 　
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ．営業収益  

１．営業貸付金利息 18,963,431 19,656,969 693,537

２．手形割引料 13,131 9,566 △3,565

３．その他の金融収益  

(1)預金利息 214 211  

(2)匿名組合及び信託等
分配金

2,734,979 2,735,193 2,781,897 2,782,108 46,915

４．その他の営業収益 2,360,235 2,459,506 99,271

営業収益合計 24,071,992 100.0 24,908,151 100.0 836,158

Ⅱ．営業費用  

１．金融費用  

(1)支払利息 1,318,860 1,632,727  

(2)その他 533,529 1,852,389 146,676 1,779,404 △72,985

２．その他の営業費用  

(1)広告宣伝費 1,126,719 1,201,637  

(2)貸倒引当金繰入額 8,299,084 7,755,360  

(3)債務保証損失引当金
繰入額

64,000 －  

(4)利息返還損失引当金
繰入額

 －   1,500,000    

(5)利息返還費用  －   1,168,371    

(6)従業員給与手当賞与 2,565,556 2,775,977  

(7)賞与引当金繰入額 332,650 339,905  

(8)退職給付引当金繰入
額

123,096 112,796  

(9)役員退職慰労引当金
繰入額

17,595 19,833  

(10)リース料 412,283 371,324  

 (11)不動産賃借料 884,629 892,143  

 (12)減価償却費 1,213,445 1,164,040  

 (13)支払手数料 911,193 1,150,937  

 (14)通信費 484,517 469,081  

 (15)その他 2,535,741 18,970,513 2,341,440 21,262,848 2,292,335

営業費用合計 20,822,902 86.5 23,042,253 92.5 2,219,350

営業利益 3,249,089 13.5 1,865,898 7.5 △1,383,191
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前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ．営業外収益   

１．受取利息 ※１ 102,087 142,358  

２．有価証券利息  3,700 3,816  

３．受取配当金  18,526 26,135  

４．受取手数料 20,888 47,164  

５．受取地代家賃 65,283 44,434  

６．保険金及び保険配当金 16,350 35,106  

７．受入出向料 ※１ 52,690 142,389  

８．その他 8,954 288,480 1.2 26,399 467,804 1.9 179,324

Ⅳ．営業外費用  

１．支払利息 77,189 108,020  

２．新株発行費償却 － 77,189 0.3 26,696 134,717 0.5 57,527

経常利益 3,460,381 14.4 2,198,985 8.8 △1,261,395

Ⅴ．特別利益  

１．投資有価証券売却益  －   24,532    

２．債務保証損失引当金戻
入益

 － － － 17,000 41,532 0.2 41,532

Ⅵ．特別損失  

１．固定資産売却損  ※２ 47 733  

２．固定資産除却損 ※３ 89,629 54,978  

３．役員退職慰労金 11,038 －  

４  過年度保険料 －   13,653    

５  その他 － 100,715 0.4 6,263 75,628 0.3 △25,086

税引前当期純利益 3,359,666 14.0 2,164,889 8.7 △1,194,776

法人税、住民税及び事
業税

920,043 946,551  

法人税等調整額 428,486 1,348,529 5.6 △85,720 860,830 3.5 △487,699

当期純利益 2,011,136 8.4 1,304,059 5.2 △707,077

前期繰越利益 259,164 281,026 21,861

中間配当額 209,086 235,206 26,120

当期未処分利益 2,061,214  1,349,878  △711,335
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(3）利益処分案

　 　
前事業年度

株主総会承認日
(平成17年６月24日)

当事業年度
株主総会承認予定日
(平成18年６月23日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（当期未処分利益の処分）  

Ⅰ．当期未処分利益 2,061,214 1,349,878 △711,335

Ⅱ．任意積立金取崩額  

１．固定資産圧縮積立金取
崩額

1,256 1,256 1,185 1,185 △71

合計 2,062,470 1,351,064 △711,406

Ⅲ．利益処分額  

１．配当金 261,344 261,080  

２．役員賞与金
（うち監査役賞与金）

20,100
(－)

13,040
(－)

 

３．任意積立金  

別途積立金 1,500,000 1,781,444 800,000 1,074,120 △707,324

Ⅳ．次期繰越利益 281,026 276,943 △4,082

（その他資本剰余金の処分）  

Ⅰ．その他資本剰余金 5,718 361,400 355,681

Ⅱ．その他資本剰余金次期繰
越額

5,718 361,400 355,681

 

　（注）１．平成16年12月10日、209,086千円（１株につき20円）の中間配当を実施いたしました。

２．平成17年12月９日、235,206千円（１株につき22円50銭）の中間配当を実施いたしました。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

（1）子会社株式及び関連会社株式

同左

（2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

（2）その他有価証券

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を採用してお

ります。

時価のないもの

　　　　　　同左

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合の出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書類を基礎

とし、持分相当額で取り込む方法に

よっております。

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合の出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの） 

　　　　　　同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

個別法による原価法を採用しております。

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

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

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次の通りでありま

す。 

　建物　　　　６～50年 

  構築物　　　９～20年

　器具備品　　２～20年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、営業権については、商法施行規

則の規定する最長期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

また、自社利用のソフトウェアについ

ては、利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 　　　　　　　――――――

 

(1）新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

　　ます。
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項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 

 

 

(1) 社債発行費  

 　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

 

(2) 社債発行費

同左

 

 ６．引当金の計上基準  (1）貸倒引当金

債権の貸倒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

給見込額を算出し、支給見込額のうち、

当期に負担すべき金額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

 (3）債務保証損失引当金

金融機関等と提携している保証受託業

務に係る保証債務の履行による損失に

備えるため、当期末における損失発生

見込額を計上しております。

(3）債務保証損失引当金

同左

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、各期の発生時におけ

る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

按分した金額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各期の発生時に

おける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

より按分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理することとしておりま

す。 

(4）退職給付引当金

同左

  

 

 

 

 （会計方針の変更）

「『退職給付に係る会計基準』の一部改

正」（企業会計基準第３号、平成17年

３月16日)及び「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第７号、

平成17年３月16日)を当期より適用し

ております。

この変更に伴う影響はありません。 

 (5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金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
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項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

  　―――――― 

 

 

 (6) 利息返還損失引当金

 将来の利息返還請求による損失に備え

るため、過去の返還実績を踏まえ、か

つ最近の返還状況を考慮し、当期末に

おける損失発生見込額を計上しており

ます。

（追加情報）

従来、利息返還金は確定時に未払金を

計上する処理をしておりましたが、昨

今における法的債務整理事案の増加に

伴い利息返還金、及び貸倒関連費用が

増加していること、並びに当期におい

てみなし弁済規定の適用を厳格に解す

る最高裁判決が出されたことに伴い、

将来の利息返還費用の重要性も高まっ

てきたため、当期より利息返還請求に

よる損失発生見込額を計上しておりま

す。

この結果、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ1,500百万

円減少しております。

７．収益及び費用の計上基準 (1）営業貸付金利息

営業貸付金利息は、発生基準により計

上しております。なお、営業貸付金に

係る未収利息については、利息制限法

上限利率または当社約定利率のいずれ

か低い方により計上しております。 

(1）営業貸付金利息 

 同左 

(2）個品あっせん手数料

個品あっせん顧客手数料及び加盟店手

数料は、期日到来基準による７・８分

法により計上しております。

(2）個品あっせん手数料

同左

(3）信用保証収益

信用保証収益については、残債方式に

より計上しております。

(3）信用保証収益

同左

８．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左
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項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

９．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、特例処理の要件を満たす金利

キャップ取引及び金利スワップ取引に

ついては、特例処理を採用しておりま

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　金利キャップ取引、

金利スワップ取引

ヘッジ対象　長期借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

変動金利支払いの長期借入金について、

将来の取引市場での金利上昇が支払利

息に及ぼすリスクを一定の範囲に限定

する目的で、金利キャップ取引及び金

利スワップ取引を利用しております。

(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

を求める事により行っております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理方法

税込方式によっております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ──────  (固定資産の減損に係る会計基準)

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」）（企業会

計審議会 平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を当期

より適用しております。

この変更に伴う影響はありません。
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表示方法の変更

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 （貸借対照表）

  「証券取引法の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）・『会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に

関する実務指針」の改正について』が公布されたことに伴

い、前事業年度において投資その他の資産に表示しており

ました「匿名組合出資金」及び「出資金」のうち、レバ

レッジド・リースに係る資産は、当事業年度より「投資有

価証券」（当事業年度末 407,130千円）で表示しておりま

す。

  なお、前事業年度末の「匿名組合出資金」及び「出資

金」のうち、レバレッジド・リースに係る資産は 

472,530千円であります。

 （損益計算書）

前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示して

おりました「役員退職慰労金」は、当事業年度において、

特別損失の総額の100分の10を超えることとなったため、

区分掲記することに変更しました。

  また、前事業年度の「その他」に含めた「役員退職慰労

金」は 2,544千円であります。

 （貸借対照表）

――――――

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 （損益計算書）

前期までその他の営業費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「利息返還費用」は、重要性が増したため、

区分掲記しております。

  なお、前期における「利息返還費用」は318,147千円で

あります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

営業貸付金 36,970,784千円

投資有価証券 824,920 

  計 37,795,704 

営業貸付金 32,709,700千円

上記に対応する債務は次の通りであります。 上記に対応する債務は次の通りであります。

短期借入金 1,625,000千円

一年内返済予定長期借入金 21,787,916

長期借入金 16,672,652

計 40,085,568

短期借入金 1,725,000千円

一年内返済予定長期借入金 21,296,388

長期借入金 15,229,832

計 38,251,220

※２　営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の額 ※２　営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の額

71,007,540千円 73,125,188千円

※３　授権株式数　　　普通株式 30,950,600株

発行済株式総数　普通株式 10,765,500株

※３　授権株式数　　　普通株式 60,000,000株

発行済株式総数　普通株式 23,211,000株

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式311,710

株であります。

※４　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式3,835 

株であります。

　５　偶発債務 　５　偶発債務

生命保険会社からの不動産担保

借入債務に対する保証
3,180千円

金融機関からの無担保小口消費

貸借債務に対する保証
18,221,159

子会社からの無担保小口消費貸

借債務に対する保証
4,250,199

子会社の金融機関からの借入に

対する債務保証
700,000

計 23,174,539

生命保険会社からの不動産担保

借入債務に対する保証
2,639千円

金融機関からの無担保小口消費

貸借債務に対する保証
4,139,325

金融機関からの無担保少額事業

者向け金銭消費貸借債務に対す

る保証

14,935,908

子会社からの無担保小口消費貸

借債務に対する保証
2,917,021

子会社の金融機関からの借入に

対する債務保証
1,100,000

計 23,094,896
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況

区分 金額（千円）

破綻先債権 357,795

延滞債権 2,275,928

三ヶ月以上延滞債権 1,355,578

貸出条件緩和債権 5,914,425

合計 9,903,727

区分 金額（千円）

破綻先債権 378,695

延滞債権 2,756,738

三ヶ月以上延滞債権 1,623,195

貸出条件緩和債権 5,668,439

合計 10,427,069

（注）１．破綻先債権とは、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

に掲げる事由または同項第４号に規定する事由

に該当する貸付金

（注）１．破綻先債権とは、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

に掲げる事由または同項第４号に規定する事由

に該当する貸付金

２．延滞債権とは、元本または利息の支払いが約定

日の翌日から六ヶ月以上遅延しているもので、

破綻先債権を除く貸付金

２．延滞債権とは、元本または利息の支払いが約定

日の翌日から六ヶ月以上遅延しているもので、

破綻先債権を除く貸付金

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支

払いが約定日の翌日から三ヶ月以上遅延してい

るもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付

金

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支

払いが約定日の翌日から三ヶ月以上遅延してい

るもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付

金

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建また

は支援を図る事を目的として、金利の減免（当

社の正常債権に適用される最低貸付金利を下回

る貸付金利の適用）、利息の支払猶予、債権放

棄その他債務者に有利となる取り決めを行った

もので、破綻先債権、延滞債権及び三ヶ月以上

延滞債権を除く貸付金

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建また

は支援を図る事を目的として、金利の減免（当

社の正常債権に適用される最低貸付金利を下回

る貸付金利の適用）、利息の支払猶予、債権放

棄その他債務者に有利となる取り決めを行った

もので、破綻先債権、延滞債権及び三ヶ月以上

延滞債権を除く貸付金

※７　コミットメントライン

営業貸付金の契約形態は主としてリボルビングによる

契約（限度内借入契約）であります。同契約は、一定

の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件に

ついて違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰返し融

資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残

高は11,553,867千円であります。このうちには、当事

業年度末に残高がない顧客の融資未実行残高4,407,800

千円が含まれております。

なお、同契約は融資が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、その他

相当の事由があるときは、融資の中止又は利用限度枠

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、契約後も定期的に顧客の信用状況等を把

握し、契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお

ります。

※７　コミットメントライン

営業貸付金の契約形態は主としてリボルビングによる

契約（限度内借入契約）であります。同契約は、一定

の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件に

ついて違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰返し融

資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残

高は11,902,878千円であります。このうちには、当事

業年度末に残高がない顧客の融資未実行残高4,691,200

千円が含まれております。

なお、同契約は融資が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、その他

相当の事由があるときは、融資の中止又は利用限度枠

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、契約後も定期的に顧客の信用状況等を把

握し、契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお

ります。

  ８　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は26,367千円であ

ります。

  ８　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は2,609千円であ

ります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

※１　関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

関係会社よりの受入出向料 49,518千円

関係会社よりの受取利息 102,087

関係会社よりの受入出向料 133,777千円

関係会社よりの受取利息 142,358

※２　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 ※２　固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

種類 金額（千円）

器具備品 47

計 47

種類 金額（千円）

電話加入権 733

計 733

※３　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

種類 金額（千円）

建物 42,661

器具備品 20,416

ソフトウェア 26,551

計 89,629

種類 金額（千円）

建物 37,228

構築物 10,370

器具備品 7,380

計 54,978

　４　金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の

基準は次の通りであります。

　４　金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の

基準は次の通りであります。

(1)営業収益として表示した金融収益

関係会社に係る貸付金利息及び受取配当金、投資

有価証券に係る受取配当金及び利息等を除くすべ

ての金融収益

(1)営業収益として表示した金融収益

同左

(2)営業費用として表示した金融費用

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を除く

すべての金融費用

(2)営業費用として表示した金融費用

同左
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①　リース取引関係

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 1,391,814 804,163 587,651

合計 1,391,814 804,163 587,651

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 1,548,063 562,314 985,749

合計 1,548,063 562,314 985,749

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 232,839千円

１年超 356,181

合計 589,020

１年内 285,414千円

１年超 703,370

合計 988,785

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 356,907千円

減価償却費相当額 332,533

支払利息相当額 25,500

支払リース料 313,300千円

減価償却費相当額 302,617

支払利息相当額 13,571

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．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。

 ──────

 

５．利息相当額の算定方法

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。

②　有価証券関係

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）に

おける子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計関係

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒損失否認額 1,092千円

貸倒引当金繰入限度超過額 619,396

賞与引当金 132,195

未収利息未計上額 15,554

債務保証損失引当金 119,617

未払事業税否認額 64,378

その他 20,020

繰延税金資産（流動）合計 972,255

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 154,919

役員退職慰労引当金 142,457

投資有価証券評価損否認額 1,990

少額減価償却資産否認額 2,455

その他 2,856

繰延税金資産（固定）小計 304,679

繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮積立金 16,072

その他有価証券評価差額 17,388

その他 10,922

繰延税金負債（固定）計 44,384

繰延税金資産（固定）純額 260,295

繰延税金資産合計 1,232,550

繰延税金資産（流動）

貸倒損失否認額 764千円

貸倒引当金繰入限度超過額 46,430

賞与引当金 135,078

未収利息未計上額 39,794

債務保証損失引当金 112,861

利息返還損失引当金 596,100

未払事業税否認額 61,597

その他 20,742

繰延税金資産（流動）合計 1,013,368

退職給付引当金 181,820

役員退職慰労引当金 150,339

投資有価証券評価損否認額 1,990

少額減価償却資産否認額 1,026

その他 2,405

繰延税金資産（固定）小計 337,582

繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮積立金 15,291

その他有価証券評価差額 1,720

繰延税金負債（固定）計 17,012

繰延税金資産（固定）純額 320,570

繰延税金資産合計 1,333,938

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 3,004.75円

１株当たり当期純利益金額 190.66円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有する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 1,532.34円

１株当たり当期純利益金額 60.78円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

  当社は、平成17年11月18日付をもって普通株式１株を２

株に株式分割いたしました。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報は以下の通りであります。

１株当たり純資産額 1,502.37円

１株当たり当期純利益金額 95.33円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

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

ます。

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 2,011,136 1,304,059

普通株主に帰属しない金額（千円） 20,100 13,040

(うち利益処分による役員賞与金) (20,100) (13,040)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,991,036 1,291,019

期中平均株式数（千株） 10,442 21,238

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

(うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－）

(うち事務手数料(税額相当額控除後)) (－)  （－）

普通株式増加数（千株） － －

(うち転換社債) (－)                   （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

旧商法第210条ノ２の規定に基づく

自己株式方式によるストックオプ

ション181千株（普通株式）

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権方式によ

るストックオプション538千株（普

通株式）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．役員の異動（平成18年６月23日予定）
 

(1）代表取締役の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

新任取締役候補　　取締役　廣瀬　泰文　（平成18年６月23日付）

新任取締役候補    取締役  秋山　博信   (平成18年６月23日付)

新任取締役候補    取締役  譽田  晴標   (平成18年６月23日付)
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