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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要                             平成 18 年 5 月 19 日 

上 場 会 社 名 株式会社セントラルファイナンス                    上場取引所  東・名 

コ ー ド 番 号 ８５８８                                                    本社所在都道府県 愛知県 

(ＵＲＬ  http://www.cfweb.co.jp) 

代    表    者     役職名  代表取締役社長  氏名  土 川 立 夫 

問合せ先責任者     役職名  経営企画部長    氏名  檜 垣  浩               TEL （052）203－1111（代表） 

決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 19 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 29 日                             定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 28 日 

単元株制度採用の有無  有(1 単元 1,000 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                                     （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       101,197          7.6     12,856        200.5     13,195       186.5 

17 年 3 月期        94,084          3.2      4,278          1.8      4,605          2.1 
 

 
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 84   △ 97.1   0  73          ―      0.2     1.1    13.0 

17 年 3 月期 2,922      75.1  29  95          ―      5.8     0.4     4.9 

 (注)  ①期中平均株式数          18 年 3 月期  96,336,507 株           17 年 3 月期  96,399,951 株 

       ②会計処理の方法の変更     有 

       ③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

       

 (2)配当状況 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 配当金総額 株主資本 
 

             中  間 期  末 (年   間) 
配当性向 

配 当 率 

    円   銭      円   銭      円   銭          百万円           ％           ％ 

18 年 3 月期   7   00   3   50   3   50     674      961.5        1.2 

17 年 3 月期   7   00   2   50   4   50     674       23.4        1.3 

（注） 17 年 3 月期期末配当金の内訳 普通配当 2 円 50 銭 記念配当 2 円 00 銭 
 
 (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    1,175,136       54,416              4.6      564      91 

17 年 3 月期    1,138,125       52,286              4.6      542      19 

 (注)  ①期末発行済株式数            18 年 3 月期     96,302,495 株           17 年 3 月期     96,372,485 株 
       ②期末自己株式数              18 年 3 月期      2,376,463 株           17 年 3 月期      2,306,473 株 
 

 2．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日）   

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金     
営 業 収 益 経 常 利 益 当期純利益 

中  間 期  末  

       百万円       百万円      百万円    円   銭      円   銭      円   銭   

中  間  期 51,700 5,100 2,900   4   50       ―       ― 

通      期 106,700 14,000 8,200       ―   4   50   9   00 

 (参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)         85 円 15 銭 
       

※ 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作成したものであ

ります。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。 
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比  較  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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

増減額 
(百万円)

増減率

（％）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

 1 現金及び預金  34,146 34,091  △55 △0.2

 2 受取手形  4 3  △0 △22.0

 3 割賦売掛金 ※1,3 631,229 564,060  △67,169 △10.6

 4 信用保証割賦売掛金  374,181 454,345  80,164 21.4

 5 集金保証前渡金  8,011 8,267  255 3.2

 6 販売用不動産  111 111  － －

 7 前払費用  1,049 1,410  361 34.4

 8 繰延税金資産  1,130 2,352  1,221 108.0

 9 未収収益  2,508 3,845  1,336 53.3

10 短期貸付金  14,999 －  △14,999 △100.0

11 その他  12,113 25,991  13,878 114.6

貸倒引当金  △14,743 △20,062  △5,319 △36.1

流動資産合計  1,064,744 93.6 1,074,416 91.4 9,672 0.9

Ⅱ 固定資産   

 1 有形固定資産 ※2  

(1) 貸与資産  243 164  △78 △32.3

(2) 建物  857 670  △186 △21.8

(3) 器具及び備品  92 219  127 138.0

(4) 土地 ※8 1,213 542  △671 △55.3

有形固定資産合計  2,406 0.2 1,597 0.2 △809 △33.6

 2 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  6,050 7,070  1,019 16.9

(2) 電話加入権  212 212  － －

無形固定資産合計  6,262 0.5 7,282 0.6 1,019 16.3
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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) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

増減額 
(百万円) 

増減率

（％）

 3 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※1 30,867 36,217  5,350 17.3

(2) 関係会社株式  1,311 1,311  － －

(3) 出資金  334 313  △21 △6.4

(4) 長期貸付金  1 －  △1 △100.0

(5) 固定化営業債権 ※5 35,933 8,267  △27,665 △77.0

(6) 差入保証金  2,213 1,841  △372 △16.8

(7) 長期前払費用  106 101  △4 △4.2

(8) 再評価に係る 
   繰延税金資産 

※8 83 32  △50 △60.6

(9) 資産流動化受益債権  18,093 35,976  17,882 98.8

(10) その他  9,106 11,857  2,751 30.2

貸倒引当金  △33,339 △4,080  29,259 87.8

投資その他の資産合
計 

 64,712 5.7 91,839 7.8 27,127 41.9

固定資産合計  73,381 6.4 100,719 8.6 27,338 37.3

資産合計  1,138,125 100.0 1,175,136 100.0 37,010 3.3
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

増減額 
(百万円) 

増減率

（％）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

 1 支払手形  11,152 11,078  △73 △0.7

 2 買掛金  30,450 32,859  2,409 7.9

 3 信用保証買掛金  374,181 454,345  80,164 21.4

 4 短期借入金  144,481 119,794  △24,687 △17.1

 5 一年内返済予定 
  長期借入金 

 118,235 92,953  △25,281 △21.4

 6 コマ－シャルペ－パ－  81,000 68,500  △12,500 △15.4

 7 未払金  3,547 4,855  1,307 36.9

 8 未払費用  1,878 1,154  △724 △38.5

 9 未払法人税等  983 168  △814 △82.8

10 預り金  1,835 4,596  2,761 150.4

11 集金代行預り金  23,035 25,781  2,746 11.9

12 賞与引当金  1,673 1,554  △118 △7.1

13 利息返還損失引当金  － 603  603 －

14 割賦利益繰延 ※4 51,494 32,258  △19,235 △37.4

15 その他  2,693 3,544  850 31.6

流動負債合計  846,641 74.4 854,048 72.7 7,407 0.9

Ⅱ 固定負債   

 1 長期借入金  230,950 257,847  26,897 11.6

 2 繰延税金負債  4,747 8,135  3,387 71.3

 3 退職給付引当金  2,868 －  △2,868 △100.0

 4 預り保証金  631 688  57 9.1

固定負債合計  239,197 21.0 266,672 22.7 27,474 11.5

負債合計  1,085,839 95.4 1,120,720 95.4 34,881 3.2

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※6 9,686 0.9 9,686 0.8 － －

Ⅱ 資本剰余金   

 1 資本準備金  19,022 19,022  － －

 2 その他資本剰余金   

  自己株式処分差益  0 0 0 0  0 330.1

資本剰余金合計  19,022 1.7 19,022 1.6 0 0.0

Ⅲ 利益剰余金   

 1 利益準備金  1,140 1,140  － －

 2 任意積立金   

   別途積立金  11,700 11,700 13,700 13,700  2,000 17.1

 3 当期未処分利益  4,087 1,376  △2,711 △66.3

利益剰余金合計  16,928 1.5 16,216 1.4 △711 △4.2

Ⅳ 土地再評価差額金 ※8 △137 △0.0 △204 △0.0 △67 △48.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金  7,665 0.6 10,633 0.9 2,968 38.7

Ⅵ 自己株式 ※9 △877 △0.1 △938 △0.1 △60 △6.9

資本合計  52,286 4.6 54,416 4.6 2,129 4.1

負債資本合計  1,138,125 100.0 1,175,136 100.0 37,010 3.3

    
 



 
                  

- 31 - 

比  較  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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減額 
(百万円) 

増減率

（％）

Ⅰ 営業収益   

  1 総合あっせん収益  10,995 12,387  1,391 12.7

  2 個品あっせん収益  32,610 31,560  △1,049 △3.2

  3 信用保証収益  14,218 13,629  △588 △4.1

  4 融資収益  30,848 37,624  6,776 22.0

  5 金融収益   

  (1) 受取利息  19 25  

  (2) その他  411 430 480 506  75 17.5

  6 その他の営業収益  4,981 5,487  506 10.2

  営業収益計  94,084 100.0 101,197 100.0 7,112 7.6

Ⅱ 営業費用   

  1 販売費及び一般管理費   

  (1) 支払手数料  8,060 10,052  

  (2) 貸倒引当金繰入額  28,379 20,960  

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  － 603  

  (4) 役職員給料手当  16,804 17,157  

  (5) 賞与引当金繰入額  1,673 1,554  

  (6) 退職給付引当金繰入額  1,129 1,167  

  (7) 福利費  1,876 1,882  

  (8) 通信費  3,276 3,698  

  (9) 電算機費  5,933 6,387  

  (10) 賃借料  2,560 2,545  

  (11) 消費税等  1,683 1,985  

  (12) 減価償却費  1,445 2,031  

  (13) その他  11,209 84,032 89.3 12,805 82,832 81.8 △1,200 △1.4

  2 金融費用   

  (1) 支払利息  5,266 4,779  

  (2) その他  345 5,612 6.0 564 5,343 5.3 △268 △4.8

  3 その他の営業費用  160 0.2 164 0.2 3 2.1

  営業費用計  89,806 95.5 88,340 87.3 △1,465 △1.6

  営業利益  4,278 4.5 12,856 12.7 8,578 200.5

Ⅲ 営業外収益   

 1 受取保険配当金  289 309  

 2 雑収入  69 359 0.4 47 356 0.3 △2 △0.8

Ⅳ 営業外費用   

  雑損失  32 32 0.0 18 18 0.0 △14 △44.9

 経常利益  4,605 4.9 13,195 13.0 8,589 186.5
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減額 
(百万円) 

増減率

（％）

Ⅴ 特別利益   

 1 割賦利益繰延取崩額  － 15,745  

 2 退職給付信託設定益  － 3,098  

 3 投資有価証券売却益  570 2,016  

 4 固定資産売却益 ※2 － 570 0.6 903 21,763 21.5 21,193 －

Ⅵ 特別損失   

 1 貸倒引当金繰入額  － 34,426  

 2 役員退職金  33 129  

 3 投資有価証券評価損  － 26  

 4 固定資産売却及び除却損 ※3 37 24  

 5 ゴルフ会員権評価損 ※4 3 0  

 6 退職給付引当金繰入額  487 561 0.6 － 34,608 34.2 34,046 －

税引前当期純利益  4,614 4.9 351 0.3 △4,263 △92.4

法人税、住民税及び事
業税 

 891 133  

法人税等調整額  801 1,692 1.8 133 267 0.2 △1,425 △84.2

当期純利益  2,922 3.1 84 0.1 △2,838 △97.1

前期繰越利益  1,406 1,619  212 15.1

中間配当額  241 337  96 39.9

土地再評価差額金取崩
額 

 － 9  9 －

当期未処分利益  4,087 1,376  △2,711 △66.3
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比  較  利  益  処  分  案 
                                         

  
前事業年度 

(平成17年6月28日) 
当事業年度 

(平成18年6月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益  4,087  1,376

Ⅱ 利益処分額   

 1 配当金  433 337 

 2 役員賞与金  34 14 

(うち監査役に対する賞与金)  (2) (3)

 3 任意積立金   

別途積立金  2,000 2,468 － 351

Ⅲ 次期繰越利益  1,619  1,024

（その他資本剰余金の処分）   

Ⅰ その他資本剰余金  0  0

Ⅱ その他資本剰余金次期 
  繰越額 

 0  0

   

(注)1. 日付は株主総会承認日であります。 

2．平成 16 年 12 月 10 日に 241 百万円(1 株につき普通配当 2円 50 銭)の中間配当を実施いたしました。 

    3. 平成 17 年 12 月 9 日に 337 百万円(1 株につき普通配当 3円 50 銭)の中間配当を実施いたしました。 



 
                  

- 34 - 

重要な会計方針 

 

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 

    移動平均法に基づく原価法 

 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 

同左 

 (2) その他有価証券 

    時価のあるもの 

     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 

     移動平均法に基づく原価法 

 (2) その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

 

 

    時価のないもの 

同左 

 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   販売用不動産 

    個別法に基づく原価法 

 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   販売用不動産 

同左 

 3 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  ① 貸与資産 

リース期間を耐用年数とし、リース期間満了時

の貸与資産の見積処分価額を残存価額とする定

額法 

  ② その他の有形固定資産 

    定率法 

    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 

 3 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  ① 貸与資産 

同左 

 

 

  ② その他の有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産(ソフトウェア) 

   社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

 (2) 無形固定資産(ソフトウェア) 

同左 

 (3) 投資その他の資産(長期前払費用) 

   均等償却 

 (3) 投資その他の資産(長期前払費用) 

同左 

 4 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。 

 4 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。 

（追加情報） 

当事業年度における事業戦略の見直しを契機に、

近年の当業界における貸倒引当金計上方針の変化

に対応し、財務体質の更なる強化と資産内容の一層

の健全化をめざし、割賦売掛金等営業債権に係る貸

倒償却並びに債務者区分及び貸倒引当率を見直し

た結果、大幅な貸倒引当金の積み増しを行っており

ます。 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計

上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 
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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) 

―――――  (3) 利息返還損失引当金 

   将来の利息返還による損失に備えるため、債務者

等から利息制限法の上限金利を超過して支払った

利息の返還請求があるが和解に至っていないもの

及び過去の返還実績を踏まえ、かつ 近の返還状況

を考慮し、返還見込額を計上しております。 

（追加情報） 

「「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 リサーチ・セ

ンター審理情報No.24）が公表され、その重要性が

増したことから、当事業年度より利息返還損失引当

金を流動負債として計上しております。 

 (3) 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、当期

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。 

   会計基準変更時差異(4,742百万円)については、退

職給付信託の設定により2,304百万円を費用処理す

るとともに、残額については5年による按分額を費用

処理しております。 

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により

費用処理しております。 

   数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法

によりそれぞれ発生の翌期から費用処理しておりま

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、当期

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。 

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により

費用処理しております。 

   数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法

によりそれぞれ発生の翌期から費用処理しておりま

す。 

 5 収益の計上基準 

   収益の計上基準は期日到来基準とし、次の方法に

よっております。 

総合あっせん 

残債方式及び7・8分法 

個品あっせん 

7・8分法 

信用保証 

残債方式及び7・8分法 

融資 

残債方式及び7・8分法 

  (注)計上方法の主な内容は次のとおりであります。

   7・8分法 

    手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日到

来のつど積数按分額を収益に計上する方法 

   残債方式 

元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出

し、期日到来のつど手数料算出額を収益に計上

する方法 

 

 

 5 収益の計上基準 

 (1) 顧客手数料 

収益の計上基準は期日到来基準とし、次の方法

によっております。 

総合あっせん 

残債方式及び7・8分法 

個品あっせん 

7・8分法 

信用保証 

残債方式、7・8分法及び保証契約時に計上 

融資 

残債方式及び7・8分法 

(注)計上方法の主な内容は次のとおりでありま

す。 

    7・8分法 

手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日

到来のつど積数按分額を収益に計上する方法

    残債方式 

元本残高に対して一定率の料率で手数料を算

出し、期日到来のつど手数料算出額を収益に

計上する方法 
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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) 

 (2) 加盟店手数料 

    加盟店との立替払契約履行時に計上しておりま

す。 

（会計処理方法の変更） 

   １．総合あっせん部門及び個品あっせん部門にお

ける収益の計上基準については、従来、期日到

来基準に基づく７・８分法を採用しておりまし

たが、債権の良質化を図るための信用調査関連

費用、加盟店の販売促進に係る費用負担等、取

扱時に発生する費用が増加傾向にあり、当該費

用を取扱時に加盟店から収受する手数料と対

応させることが適当であると判断されるに至

ったことから、期間損益計算の一層の適正化を

図るため、当事業年度において、加盟店手数料

について取扱時に収益を計上する方法に変更

いたしました。 

     この変更により、従来の方法によった場合に

比べて、営業収益、営業利益及び経常利益は

各々1,063百万円増加し、税引前当期純利益は、

8,125百万円増加しております。 

   ２．信用保証部門の契約時に保証料を一括受領す

る業務の収益計上基準は、期日到来基準に基づ

く７・８分法を採用しておりましたが、金融機

関との提携による住宅ローンの保証業務を取

りやめることを決定したのを機に、信用保証割

賦売掛金以外の保証業務に係る費用の構成内

容を検討したところ、取扱以降の回収費用等の

発生費用が相対的に少なく、受付調査や信用調

査等の費用が取扱時に集中して発生すること

から、費用と収益の合理的な対応を図るため、

当事業年度より将来発生する費用等の見積額

を控除し、取扱時に収益を計上する方法に変更

いたしました。 

     この変更により、従来の方法によった場合に

比べて、営業収益、営業利益及び経常利益は

各々1,581百万円減少し、税引前当期純利益は、

7,101百万円増加しております。 

 6 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 リース取引の処理方法 

同左 

 7 ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用しております。

   また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っております。 

 7 ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処理を採用しております。

    



 
                  

- 37 - 

 
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) 

 (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(金利スワップ取引及び為替

予約取引) 

   ヘッジ対象 

    キャッシュ・フローが固定されその変動が回避

されるもの及び相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反映されていないも

の 

 (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) 

   ヘッジ対象 

    キャッシュ・フローが固定されその変動が回避

されるもの 

 (3) ヘッジ方針 

   当社は、借入金の為替及び金利変動リスクの軽減、

資金調達コストの低減を目的に通貨及び金利に係る

デリバティブ取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。 

 (3) ヘッジ方針 

   当社は、借入金の金利変動リスクの軽減、資金調

達コストの低減を目的に金利に係るデリバティブ取

引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップは、特例処理の要件を満たしており

ますので、有効性の判定を省略しております。 

   また、為替予約の締結時にリスク管理方針に従っ

て同一通貨、同一金額及び同一期日の為替予約を振

り当てているため、その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されており、その判定をもっ

て有効性の判断に代えております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップは、特例処理の要件を満たしており

ますので、有効性の判定を省略しております。   

 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。なお、資産に係る控

除対象外消費税等については、投資その他の資産「そ

の他」に含めて計上し、5年間で均等償却を行ってお

ります。 

 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

同左 

 
会計処理の変更 

 

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） 

当事業年度から「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）

を適用しております。これによる税引前当期純利益に与

える影響はありません。 

――――― 

 
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） 

  固定資産の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「資産流動化受益債権」は資産の

総額の100分の1を超えたため、当事業年度において区

分掲記することといたしました。なお、前事業年度に

おける当該金額は5,897百万円であります。 

（貸借対照表） 

  流動資産に区分掲記しておりました「短期貸付金」

は資産の総額の100分の1以下となったため、「その

他」に含めて表示することといたしました。なお、当

事業年度における当該金額は10,162百万円でありま

す。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年3月31日) 

当事業年度 
(平成18年3月31日) 

※1 担保に供している資産 

 (1) 担保資産 

科目 金額(百万円)

割賦売掛金 282,991

投資有価証券 12,275

計 295,267
 

※1 担保に供している資産 

 (1) 担保資産 

科目 金額(百万円)

割賦売掛金 154,961

投資有価証券 9,814

計 164,775
 

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 12,640

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

302,444

計 315,084

  

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 4,000

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

170,846

計 174,846
 

※2 有形固定資産の減価償却累計額は1,874百万円であ

ります。 

※2 有形固定資産の減価償却累計額は1,257百万円であ

ります。 

※3 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 64,489

個品あっせん 406,606

融資 160,133

計 631,229

  

※3 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 69,159

個品あっせん 346,941

融資 147,960

計 564,060
 

※4 割賦利益繰延 

部門 
前期末残高 
(百万円) 

当期受入額 
(百万円) 

当期実現額 
(百万円) 

当期末残高
(百万円)

総合あっせん 564 10,996 10,995 
565
(139)

個品あっせん 34,432 28,888 32,610 
30,710
(5,455)

信用保証 21,081 12,773 14,218 
19,636

(16)

融資 482 30,947 30,848 
582
(―)

計 56,560 83,606 88,672 
51,494
(5,611)

(注) 当期末残高の( )内の金額は内書であり、加盟店

手数料等であります。 

※4 割賦利益繰延 

部門 
前期末残高
(百万円)

当期受入額 
(百万円) 

当期実現額 
(百万円) 

当期末残高
(百万円)

総合あっせん 565 12,403 12,484 484

個品あっせん 30,710 25,734 38,507 17,936

信用保証 19,636 15,984 22,331 13,289

融資 582 37,590 37,624 548

計 51,494 91,712 110,948 32,258

 

※5 固定化営業債権 

   財務諸表等規則第32条第1項第10号に規定される

破産債権、再生債権、更生債権これらに準ずる債権

であります。 

※5 固定化営業債権 

同左 
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前事業年度 

(平成17年3月31日) 
当事業年度 

(平成18年3月31日) 

※6 授権株式数は普通株式377,017千株であります。 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式総数は普通株式98,678千株でありま

す。 

※6 授権株式数は普通株式377,017千株であります。 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式総数は普通株式98,678千株でありま

す。 

 7 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が7,665百万

円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第3号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

 7 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が10,633百

万円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第3号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

※8 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行って

おります。 

   なお、再評価差額については、税金相当額を「再

評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月

31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動

産鑑定士の鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額 

155百万円 

 

※8 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行って

おります。 

   なお、再評価差額については、税金相当額を「再

評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月

31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動

産鑑定士の鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額 

40百万円 

 
※9 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,306千

株であります。 

※9 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,376千

株であります。 

 10 割賦売掛金を流動化した残高は89,124百万円であ

ります。 

 10 割賦売掛金を流動化した残高は136,606百万円で

あります。 

(貸出コミットメント) 

   当社はクレジットカードに附帯するキャッシング

及びカードローンによる融資業務を行っておりま

す。当該業務における貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は1,818,870百万円であります。 

   なお、当該業務は、融資実行されずに終了するも

のもあり、また、顧客の信用状況の変化、その他相

当の事由があるときは利用を停止する旨の条項が付

されておりますので、貸出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・フローに影響を及

ぼすものではありません。 

(貸出コミットメント) 

   当社はクレジットカードに附帯するキャッシング

及びカードローンによる融資業務を行っておりま

す。当該業務における貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は2,050,910百万円であります。 

   なお、当該業務は、融資実行されずに終了するも

のもあり、また、顧客の信用状況の変化、その他相

当の事由があるときは利用を停止する旨の条項が付

されておりますので、貸出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・フローに影響を及

ぼすものではありません。 
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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) 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が当社の業務提携先から受

けた融資もしくは商品購入代金に係る債務につい

て、一般顧客に対し債務保証する業務)に対するもの

759,344百万円 

銀行借入等に対するもの 

 ㈱シーエフオートリース 7,559百万円

計 766,903百万円
 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が当社の業務提携先から受

けた融資もしくは商品購入代金に係る債務につい

て、一般顧客に対し債務保証する業務)に対するもの

706,863百万円 

銀行借入等に対するもの 

 ㈱シーエフオートリース 8,349百万円

計 715,212百万円
  

 
(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 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
391,645
(389,460)

個品あっせん 
460,341
(441,612)

信用保証 
492,684
(489,294)

融資 
166,719
(137,223)

その他 716,274

計 2,227,665

 (注) 1 (  )内の金額は元本取扱高であります。 

2 信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は

84,845百万円であります。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
433,760
(431,603)

個品あっせん 
444,380
(421,853)

信用保証 
587,961
(580,304)

融資 
200,236
(169,020)

その他 826,562

計 2,492,901

 (注) 1 (  )内の金額は元本取扱高であります。 

2 信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は

78,305百万円であります。 

※2        ――――― ※2 土地及び建物（建物附属設備を含む）の売却によ

るものであります。 

※3 主なものは建物（建物附属設備を含む）の除却29

百万円であります。 

※3 主なものは建物（建物附属設備を含む）の除却20

百万円であります。 

※4 貸倒引当金繰入額であります。 ※4        ――――― 

 
(リース取引関係)  

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成 17 年 3月 31 日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 

当事業年度(平成 18 年 3月 31 日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成17年3月31日) 

当事業年度 
(平成18年3月31日) 

 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳              (単位 百万円)

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 1,119

賞与引当金 678

投資有価証券（みなし配当） 648

貸倒償却 240

未払事業税 155

減価償却費損金算入限度超過額 26

その他 144

  繰延税金資産小計 3,013

評価性引当額 △648

  繰延税金資産合計 2,365

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △5,230

退職給付信託設定益 △703

その他 △48

  繰延税金負債合計 △5,982

  繰延税金資産（負債）の純額 △3,617

 

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産 1,130

  固定負債－繰延税金負債 △4,747
 

 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              (単位 百万円)

(繰延税金資産) 

貸倒償却 1,163

退職給付引当金 1,018

投資有価証券（みなし配当） 648

賞与引当金 630

利息返還損失引当金 244

繰越欠損金 210

未払事業税 45

減価償却費損金算入限度超過額 21

その他 146

  繰延税金資産小計 4,129

評価性引当額 △648

  繰延税金資産合計 3,481

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △7,255

退職給付信託設定益 △1,960

その他 △48

  繰延税金負債合計 △9,264

  繰延税金資産（負債）の純額 △5,783

 

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産 2,352

  固定負債－繰延税金負債 △8,135
 

 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 

(単位 ％)

法定実効税率 40.6

 (調整) 

 交際接待費等永久に損金に算入されない項目 1.2

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △17.5

 住民税均等割 2.4

 評価性引当額 14.1

 税額控除 △3.9

 その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7
  

 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 

(単位 ％)

法定実効税率 40.6

 (調整) 

 交際接待費等永久に損金に算入されない項目 13.2

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △12.7

 住民税均等割 30.3

 その他 4.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.0
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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 542円19銭
 

1株当たり純資産額 564円91銭
 

1株当たり当期純利益 29円95銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、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 0円73銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、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の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
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) 

当期純利益 2,922百万円 84百万円

普通株主に帰属しない金額 34百万円 14百万円

(うち利益処分による役員賞与金) (34百万円) (14百万円)

普通株式に係る当期純利益 2,887百万円 70百万円

普通株式の期中平均株式数 96,399,951株 96,336,507株

 


