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２００７年２月期  個別中間財務諸表の概要       ２００６年１０月４日 
上 場 会 社 名        イオンクレジットサービス株式会社       上場取引所 東証市場第一部 
コ ー ド 番 号        ８５７０                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.aeoncredit.co.jp） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名  森   美 樹 

問合せ先責任者 役職名 取締役財務経理統括部長  氏名 玉 井  貢      TEL(03)5281-2057 
決算取締役会開催日  ２００６年１０月４日             配当支払開始日 ２００６年１０月１８日 
単元株制度採用の有無            有(１単元１００株) 
１．２００６年８月中間期の業績(２００６年２月２１日～２００６年８月２０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    ％

2006 年８月中間期 
2005 年８月中間期 

６１,４２５（１８.２）
５１,９７２（１４.７）

１４,４１０（１１.２）
１２,９６０（１２.５）

１５,１０６（１２.１）
１３,４７２（１２.４）

2006 年 ２ 月 期 １０９,７３６          ３２,００１           ３２,７２８           
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

2006 年８月中間期 
2005 年８月中間期 

９,０５８（１６.０）
７,８０６（１３.４）

５７ ７３ 
     １４９ ２４ 

2006 年 ２ 月 期 １９,０５６  ３６３ ２４ 

 
 

 (注)①期中平均株式数 2006 年８月中間期 156,913,942 株 2005 年８月中間期 52,305,560 株 2006 年２月期 52,305,330 株 

    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③営業収益、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

④取扱高 2006 年８月期 1,071,367 百万円（対前年中間期増減率 16.2％） 

2005 年８月期   921,834 百万円（対前年中間期増減率 14.2％） 

2006 年２月期 1,949,631 百万円（対前期増減率    15.0％） 

   ⑤2006 年 1 月 12 日開催の取締役会決議により、2006 年 2 月 20 日最終の株主に対して 2006 年 2 月 21 日付をもって、普通株式

1株につき 3株の割合で株式分割しております。なお、1株当たり指標遡及修正値については、52 頁に記載しております。 

(2)財政状態 

 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

2006 年８月中間期 
2005 年８月中間期 

６１４,２１４ 
５０６,５３７ 

１２９,７３８
１１３,１１７

２１.１ 
２２.３ 

８２６ ８１
２,１６２ ６３

2006 年 ２ 月 期 ５４４,２９３ １２３,５３９ ２２.７ ２,３６０ ８２

 (注)①期末発行済株式数 2006 年８月中間期 156,914,227 株 2005 年８月中間期 52,305,554 株 2006 年２月期 52,304,694 株 
   ②期末自己株式数  2006 年８月中間期     52,781 株 2005 年８月中間期   16,782 株 2006 年２月期     17,642 株 

２．２００７年２月期の業績予想(２００６年２月２１日～２００７年２月２０日) 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益  

 百万円 百万円 百万円 百万円  

通 期 １２６,０００ ３５,３００ ３６,２００ ２１,０００ 

（対前期増減率） （１４.８％） （１０.３％） （１０.６％） （１０.２％） 
 

(注) 取扱高は 2,242,000 百万円（対前期増減率 15.0％）を見込んでおります。 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）133 円 47 銭（2006 年 2 月 21 日付で実施した株式分割（普通株式 1株につき 3株の割合）

後の発行済株式数 156,914 千株にて算出しております。） 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

2006 年２月期 ３５．００ ５５．００ ９０．００ 

2007 年２月期（実績） １５．００ ─  

2007 年２月期（予想） ─ ２０．００ ３５．００ 

※上記予想は、本資料の発表日現在における将来見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績 

は、今後様々な要因によって上記予想と異なる結果となる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 10 頁をご参照下さい。 
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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（2005年８月20日現在） 
当中間会計期間末 

（2006年８月20日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（2006年２月20日現在） 

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） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   13,907 15,448  12,153

２．割賦売掛金 ※１  140,680 173,733  148,821

３．営業貸付金 ※１  320,189 381,762  349,904

４．前 払 費 用   794 786  837

５．繰延税金資産   7,245 14,799  9,627

６．未 収 入 金   6,935 8,801  7,419

７．未 収 収 益   4,050 5,814  4,703

８．そ の 他   8,847 8,010  4,372

貸倒引当金   △20,881 △30,174  △22,639

流動資産合計   481,768 95.1 578,981 94.3  515,200 94.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  995 1,203 1,054 

減価償却累計額  464 530 581 621 513 541

(2) 車両運搬具  1 6 6 

減価償却累計額  0 1 0 5 0 6

(3) 器具備品  12,406 13,451 12,567 

減価償却累計額  9,912 2,493 10,169 3,281 10,049 2,517

有形固定資産
合計 

  3,026 0.6 3,909 0.6  3,065 0.6

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア   3,866 4,591  4,087

(2) 電話加入権   37 37  37

無形固定資産
合計 

  3,904 0.8 4,629 0.8  4,125 0.7

３．投資その他の
資産 

   

(1) 投資有価証券   15,263 20,366  18,820

(2) 長期前払費用   178 3,873  700

(3) 前払年金費用   77 -  36

(4) 差入保証金   2,081 2,160  2,109

(5) そ の 他   236 293  234

投資その他の
資産合計 

  17,837 3.5 26,694 4.3  21,901 4.0

固定資産合計   24,768 4.9 35,232 5.7  29,092 5.3

資産合計   506,537 100.0 614,214 100.0  544,293 100.0
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前中間会計期間末 

（2005年８月20日現在） 
当中間会計期間末 

（2006年８月20日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（2006年２月20日現在） 

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） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買 掛 金   48,024 64,329  48,378

２．短期借入金   1,244 6,900  1,300

３．１年以内返済予定 
の長期借入金 

  37,000 48,900  38,300

４．コマーシャル 
・ペーパー 

  6,500 12,000  7,000

５．１年以内償還 
予定の社債 

  - 10,000  -

６．未 払 金   5,835 7,140  4,863

７．未 払 費 用   1,474 1,563  1,411

８．未払法人税等   6,637 10,941  9,367

９．前 受 収 益   269 276  275

10．預 り 金   1,187 1,265  1,151

11．賞与引当金   173 187  184

12．ポイント制度 
引当金 

  1,997 3,906  1,900

13．利息返還損失 
引当金 

  - 380  223

14．そ の 他 ※２  214 168  174

流動負債合計   110,559 21.8 167,960 27.4  114,530 21.0

Ⅱ 固定負債    

１．社 債   80,000 80,000  90,000

２．長期借入金   200,800 231,300  213,400

３．繰延税金負債   2,059 2,851  2,823

４．そ の 他   - 2,364  -

固定負債合計   282,859 55.9 316,515 51.5  306,223 56.3

負債合計   393,419 77.7 484,476 78.9  420,754 77.3

           



－  － 
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前中間会計期間末 

（2005年８月20日現在） 
当中間会計期間末 

（2006年８月20日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（2006年２月20日現在） 

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） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   15,466 3.0 - -  15,466 2.8

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  17,046 - 17,046 

  ２．その他資本剰余金  3 17,050 3.4 - - - 4 17,051 3.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  3,687 - 3,687 

２．任意積立金    

(1）特別償却準備金  49 - 49 

(2）別途積立金  51,995 - 51,995 

３．中間（当期）
未処分利益 

 20,561 76,294 15.0 - - - 29,981 85,713 15.8

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

  4,386 0.9 - -  5,396 1.0

Ⅴ 自己株式   △79 △0.0 - -  △88 △0.0

資本合計   113,117 22.3 - -  123,539 22.7

負債及び資本合
計 

  506,537 100.0 - -  544,293 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資 本 金   - - 15,466 2.5  - -

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  - 17,046 - 

(2）その他資本剰余金  - 5 - 

資本剰余金合計   - - 17,052 2.8  - -

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  - 3,687 - 

(2）その他利益剰余金    

特別償却準備金  - 28 - 

別途積立金  - 65,995 - 

繰越利益剰余金  - 22,127 - 

利益剰余金合計   - - 91,837 14.9  - -

４．自 己 株 式   - - △89 △0.0  - -

株主資本合計   - - 124,267 20.2  - -

Ⅱ 評価･換算差額等    

その他有価証券評価差額金   - - 5,470 0.9  - -

評価・換算差額等合計   - - 5,470 0.9  - -

純資産合計   - - 129,738 21.1  - -

負債純資産合計   - - 614,214 100.0  - -
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

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） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益    

１．総合あっせん収益  12,667 16,001 27,397 

２．個品あっせん収益  9 7 18 

３．融 資 収 益  37,191 43,538 78,119 

４．融資代行収益  1,250 1,033 2,386 

５．その他の収益 ※１ 852 841 1,813 

６．金 融 収 益 ※２ 0 51,972 100.0 4 61,425 100.0 0 109,736 100.0

Ⅱ 営業費用    

１．販売費及び一般管理費  37,097 44,902 73,926 

２．金 融 費 用 ※３ 1,913 39,011 75.1 2,113 47,015 76.5 3,809 77,735 70.8

営業利益   12,960 24.9 14,410 23.5  32,001 29.2

Ⅲ 営業外収益 ※４  611 1.2 864 1.4  977 0.9

Ⅳ 営業外費用 ※５  99 0.2 168 0.3  250 0.3

経常利益   13,472 25.9 15,106 24.6  32,728 29.8

Ⅴ 特別利益 ※６  101 0.2 404 0.7  604 0.5

Ⅵ 特別損失 ※７  520 1.0 231 0.4  1,800 1.6

税引前中間 
（当期）純利益 

  13,054 25.1 15,278 24.9  31,532 28.7

法人税、住民税
及び事業税 

 7,715 11,415 17,246 

法人税等調整額  △2,467 5,247 10.1 △5,194 6,220 10.1 △4,770 12,475 11.3

中間（当期） 
純利益 

  7,806 15.0 9,058 14.8  19,056 17.4

前期繰越利益   12,755 －  12,755

中間配当額   － －  1,830

中間（当期） 
未処分利益 

  20,561 －  29,981
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③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間 （自 2006 年２月 21 日 至 2006 年８月 20 日）                  （単位：百万円） 

株主資本 
評価・
換算 
差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益

準備金
特別

償却

準備金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

純資産
合計 

前期末残高 15,466 17,046 4 17,051 3,687 49 51,995 29,981 85,713 △88 118,142 5,396 123,539

中間会計期間中の

変動額 
      

2006年５月定時

株主総会におけ

る利益処分によ

る任意積立金取

崩項目 

    △21 21 -  - -

2006年５月定時

株主総会におけ

る利益処分項目

（注） 

    14,000 △16,933 △2,933  △2,933 △2,933

 中間純利益     9,058 9,058  9,058 9,058

 自己株式の取得     △2 △2 △2

 自己株式の処分   1 1 1 2 2

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

      74 74

中間会計期間中の

変動額合計 
- - 1 1 - △21 14,000 △7,853 6,124 △1 6,124 74 6,199

当中間会計期間末

残高 
15,466 17,046 5 17,052 3,687 28 65,995 22,127 91,837 △89 124,267 5,470 129,738

 
（注） 2006 年５月定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

      利益処分額 

      １．配当金          2,876 百万円 

      ２．役員賞与金           57 百万円 

      ３．任意積立金 

         別途積立金      14,000 百万円 

        合計          16,933 百万円 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

・子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(1）有価証券 

同   左 

 

 

(1）有価証券 

同   左 

 

 ・その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。（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） 

・その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

・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

く時価法によっております。

（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に

よっております。 

（時価のないもの） 

同   左 

（時価のないもの） 

同   左 

 (2）デリバティブ 

時価法によっております。 

(2）デリバティブ 

同   左 

(2）デリバティブ 

同   左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額

法によっております。 

(1）有形固定資産 

同   左 

 

(1）有形固定資産 

同   左 

 主な資産の経済的耐用年数と

して、下記の年数を採用して

おります。 

  

 ＣＤ（キャッシュディスペ

ンサー）４年 

 

  

 (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年以内）に基づく定

額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同   左 

 

(2）無形固定資産 

同   左 

３．繰延資産の処理方法 社債発行費は支出時に全額費用と

して処理しております。 

同   左 

 

同   左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

営業債権等の貸倒れによる損

失に備え、一般債権及び貸倒

懸念債権毎にそれぞれ過去の

貸倒実績等を勘案して定めた

一定の基準により算出した必

要額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同   左 

 

(1）貸倒引当金 

同   左 

 (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与に備え、

支給見込額のうち当中間会計

期間に対応する負担額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同   左 

 

(2）賞与引当金 

従業員に対する賞与に備え、

支給見込額のうち当期に対応

する負担額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

 (3）ポイント制度引当金 

当社が実施するポイント制度

において、カード会員に付与

したポイントの使用により発

生する費用負担に備え、当中

間会計期間末における将来使

用見込額を計上しております。

（追加情報） 

従来、中間会計期間末におけ

る負担見込額に重要性がなか

ったため「未払金」に含めて

表示しておりましたが、2004

年12月にポイント繰越制度が

開始されたことに伴い中間会

計期間末残高に重要性が増し

てきたため、当中間会計期間

末より「ポイント制度引当金」

として区分表示しておりま

す。 

なお、前中間会計期間末にお

ける当該金額は1,607百万円

であります。 

(3）ポイント制度引当金 

当社が実施するポイント制度

において、カード会員に付与

したポイントの使用により発

生する費用負担に備え、当中

間会計期間末における将来使

用見込額を計上しております。

 

(3）ポイント制度引当金 

当社が実施するポイント制度

において、カード会員に付与

したポイントの使用により発

生する費用負担に備え、当事

業年度末における将来使用見

込額を計上しております。 

 

           

 

(4）利息返還損失引当金 

将来の利息返還の請求に備

え、過去の返還実績等を勘案

した必要額を計上しておりま

す。 

 

 

(4）利息返還損失引当金 

将来の利息返還の請求に備

え、過去の返還実績等を勘案

した必要額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

従来、支払時に費用処理して

いた利息の返還額について

は、2006年1月に「貸金業の規

制等に関する法律」第43条（み

なし弁済規定）に関する最高

裁判決が出されたこと、利息

の返還額に金額的重要性が増

してきたことを鑑み、また、

日本公認会計士協会より「「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」（日本

公認会計士協会リサーチ・セ

ンター審理情報［No.24］平成

18年３月15日）が公表された

ことを踏まえ、当事業年度よ

り、将来の利息返還請求によ

り発生すると見込まれる額を

引当計上しております。なお、

この変更により従来と比較し

て、税引前当期純利益は223

百万円減少しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

 (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え、当

事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき当中間会計期間末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。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翌事業年

度から費用処理することとし

ております。 

(5）退職給付引当金 

同   左 

 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え、当

事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき当事業年度末において

発生していると認められる額

を計上しております。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

る定額法により翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

５．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同   左 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理してお

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。

同   左 同   左 

７．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。また、特例処理の要件

を満たす金利スワップについ

ては特例処理によっておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同   左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同   左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ対象は借入金の金利変

動リスクであり、これに対応

するヘッジ手段は金利スワッ

プ及び金利オプション取引で

あります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

 (3）ヘッジ方針 

当社の規定に基づき、財務活

動に係る金利変動リスクをヘ

ッジする目的に限定してデリ

バティブ取引を行っておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同   左 

(3）ヘッジ方針 

同   左 

 (4）ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場

変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、両者の

変動額を基礎にして有効性を

評価しております。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）ヘッジ有効性の評価方法 

同   左 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

同   左 

    



－  － 

 

 

45

    

項目 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1）収益の計上基準 

（イ）総合あっせん 

加盟店手数料 

加盟店への立替払実行時

に一括して計上しており

ます。 

(1）収益の計上基準 

（イ）総合あっせん 

加盟店手数料 

同   左 

(1）収益の計上基準 

（イ）総合あっせん 

加盟店手数料 

同   左 

 顧客手数料 顧客手数料 顧客手数料 

 残債方式による期日到来

基準に基づき計上してお

ります。 

同   左 同   左 

 （ロ）個品あっせん （ロ）個品あっせん （ロ）個品あっせん 

 加盟店手数料 加盟店手数料 加盟店手数料 

 加盟店への立替払実行時

に一括して計上しており

ます。 

同   左 同   左 

 顧客手数料 顧客手数料 顧客手数料 

 均分法による期日到来基

準に基づき計上しており

ます。 

同   左 同   左 

 （ハ）融資 （ハ）融資 （ハ）融資 

 

 

残債方式による発生主義

に基づき計上しておりま

す。 

同   左 同   左 

 (2）消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

ただし、固定資産に係る控除

対象外消費税等は長期前払消

費税等として投資その他の資

産の「その他」に計上し、法

人税法の規定に定める期間で

償却しております。 

(2）消費税等の会計処理方法 

同   左 

(2）消費税等の会計処理方法 

同   左 

 (3）税金費用の計算における諸準

備金等の取り扱い 

中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期

において予定している利益処

分による特別償却準備金の積

立て及び取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

(3）税金費用の計算における諸準

備金等の取り扱い 

同   左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20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」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）が2004年３月

31日以降に終了する事業年度に係る財務諸

表から適用できることになったことに伴い、

当中間会計期間から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

129,738百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

（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」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が2004年３月31日以降に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当事業年度

から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

追加情報  

前中間会計期間 
（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が2003年３月31日に公

布され、2004年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い、法人事業税の付

加価値割及び資本割については、「販売費

及び一般管理費」に計上しております。 

この結果、「販売費及び一般管理費」が

116百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が同額減少しておりま

す。 

               （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が2003年３月31日に公

布され、2004年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い、法人事業税の付

加価値割及び資本割については、「販売費

及び一般管理費」に計上しております。 

この結果、「販売費及び一般管理費」が

261百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ同額減少して

おります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（2005年８月20日現在） 

当中間会計期間末 
（2006年８月20日現在） 

前事業年度末 
（2006年２月20日現在） 

※１ 割賦売掛金及び営業貸付金 ※１ 割賦売掛金及び営業貸付金 ※１ 割賦売掛金及び営業貸付金 

(1）部門別の割賦売掛金残高は次のとおり

であります。 

(1）部門別の割賦売掛金残高は次のとおり

であります。 

(1）部門別の割賦売掛金残高は次のとおり

であります。 
  

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 140,519 

個品あっせん 160 

合計 140,680 

  

  

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 173,610

個品あっせん 122

合計 173,733

  

  

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 148,688

個品あっせん 132

合計 148,821

  
(2）営業貸付金に含まれる信託受益権 

当中間会計期間末の営業貸付金残高に

は、債権流動化に伴い当社が保有 

した信託受益権6,324百万円が含ま 

れております。 

(2）営業貸付金に含まれる信託受益権 

当中間会計期間末の営業貸付金残高

には、債権流動化に伴い当社が保有し

た信託受益権7,473百万円が含まれて

おります。 

(2）営業貸付金に含まれる信託受益権 

当事業年度末の営業貸付金残高には、

債権流動化に伴い当社が保有した信

託受益権5,714百万円が含まれており

ます。 

(3）割賦売掛金の売却取引 

当中間会計期間において、割賦売掛 

金のうちカードショッピング（総合

あっせん）の１回払い債権の一部

（43,478百万円）をコンチェルト・ 

レシーバブルズ・コーポレーション 

に売却しております。 

 

(3）割賦売掛金の売却取引 

当中間会計期間において、割賦売掛

金のうちカードショッピング（総合

あっせん）の１回払い債権の一部

（54,347百万円）をコンチェルト・

レシーバブルズ・コーポレーション

に売却しております。 

 

(3）割賦売掛金の売却取引 

当事業年度において、割賦売掛金の

うちカードショッピング(総合あっ 

せん）の１回払い債権の一部（50,000

百万円）をコンチェルト・レシーバ

ブルズ・コーポレーションに売却し

ております。 

 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、金額的重要性が乏しい 

ため、流動負債の「その他」に含め 

て表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同    左 

※２     ────── 

   

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

経営指導念書等 

主要な関係会社の資金調達に関連し

て、親会社として各社の健全な財政状

態の維持責任を負うこと等を約した

経営指導念書等を金融機関に差入れ

ております。 

なお、上記の経営指導念書等のうち、

「債務保証及び保証類似行為の会計

処理及び表示に関する監査上の取扱

い」（平成11年２月22日 日本公認会

計士協会 監査委員会報告第61号）に

基づく保証類似行為に該当するもの

はありません。 

経営指導念書等 

同    左 

経営指導念書等 

同    左 
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前中間会計期間末 
（2005年８月20日現在） 

当中間会計期間末 
（2006年８月20日現在） 

前事業年度末 
（2006年２月20日現在） 

４ 当座貸越契約、借入コミットメント 

契約及び貸出コミットメント契約 

４ 当座貸越契約、借入コミットメント 

契約及び貸出コミットメント契約 

４ 当座貸越契約、借入コミットメント 

契約及び貸出コミットメント契約 

（1）当座貸越契約及び借入コミットメント 

契約 

(1）当座貸越契約及び借入コミットメント

契約 

(1）当座貸越契約及び借入コミットメント

契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行数行と当座貸越契約及び

借入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

行残高は次のとおりであります。 

同    左 同    左 

  

当座貸越極度額及び借入

コミットメントの総額 
41,450百万円 

借入実行額 144百万円 

差引：借入未実行残高 41,306百万円 

  

  

当座貸越極度額及び借入

コミットメントの総額 
39,550百万円

借入実行額 - 百万円

差引：借入未実行残高 39,550百万円

  

  

当座貸越極度額及び借入

コミットメントの総額 
41,450百万円

借入実行額 800百万円

差引：借入未実行残高 40,650百万円

  

（2）貸出コミットメント契約 (2）貸出コミットメント契約 (2）貸出コミットメント契約 

当社は、クレジットカード業務に附帯す

るキャッシング業務等を行っておりま

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次のとおり

であります。 

同    左 同    左 

  
貸出コミットメントの
総額 

3,512,903百万円 

貸出実行額 311,057百万円 

差引：貸出未実行残高 3,201,846百万円 
  

  
貸出コミットメントの
総額 

4,505,367百万円

貸出実行額 369,399百万円

差引：貸出未実行残高 4,135,968百万円
  

  
貸出コミットメントの
総額 

3,989,053百万円

貸出実行額 338,645百万円

差引：貸出未実行残高 3,650,407百万円
  

なお、上記には、流動化の対象とした債

権に係る金額を含んでおります。 

また、上記貸出コミットメント契約にお

いては、借入人の資金使途、信用状態等

に関する審査が貸出の条件となってい

るため、必ずしも全額が貸出実行される

ものではありません。 

同    左 同    左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

※１ その他の収益 ※１ その他の収益 ※１ その他の収益 

その他の収益は償却債権回収益、会員 

誌購読料等であります。 

同    左 同    左 

※２ 金融収益の主要項目 ※２ 金融収益の主要項目 ※２ 金融収益の主要項目 
 

受取利息 0百万円
  

 
受取利息 4百万円

  

 
受取利息  0百万円

  
※３ 金融費用の主要項目 ※３ 金融費用の主要項目 ※３ 金融費用の主要項目 
 

支払利息 1,785百万円
  

 
支払利息 2,099百万円

  

 
支払利息 3,605百万円

  
※４ 営業外収益の主要項目 
 

受取配当金 601百万円
  
※５ 営業外費用の主要項目 
 

事務所撤去費用 54百万円
  
※６ 特別利益の主要項目 

※４ 営業外収益の主要項目 
 

受取配当金 847百万円
  
※５ 営業外費用の主要項目 
 

固定資産除却損 92百万円
  
※６ 特別利益の主要項目 

※４ 営業外収益の主要項目 
 

受取配当金 949百万円
  
※５ 営業外費用の主要項目 
 

事務所撤去費用 75百万円
  
※６ 特別利益の主要項目 

 
投資有価証券売却益 101百万円

 

 
投資有価証券売却益 387百万円

  

 
投資有価証券売却益 604百万円

  
※７ 特別損失の主要項目 ※７ 特別損失の主要項目 ※７ 特別損失の主要項目 
 

ソフトウェア除却損 520百万円
 

 
ソフトウェア除却損 231百万円
 

 
ポイント制度引当金繰入額 1,057百万円

ソフトウェア除却損 520百万円

利息返還損失引当金繰入額 223百万円
    

 ８ 減価償却実施額  ８ 減価償却実施額  ８ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 609百万円

無形固定資産 402百万円
  

 
有形固定資産 587百万円

無形固定資産 590百万円
  

 
有形固定資産 1,156百万円

無形固定資産 895百万円
  

 ９ 部門別取扱高  ９ 部門別取扱高  ９ 部門別取扱高 
 

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 600,012 

個品あっせん 116 

融資 231,212 

融資代行 90,474 

その他 18 

合計 921,834 
  

 
部門別 金額（百万円）

総合あっせん 720,099

個品あっせん 91

融資 275,510

融資代行 75,648

その他 17

合計 1,071,367
  

 
部門別 金額（百万円）

総合あっせん 1,294,645

個品あっせん 215

融資 480,698

融資代行 174,036

その他 35

合計 1,949,631
  

   

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間 （自 2006 年２月 21 日 至 2006 年８月 20 日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

普通株式 （注） 17,642 36,062 923 52,781

合計 17,642 36,062 923 52,781

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 36,062 株は、2006 年２月 21 日付で１株につき３株の割合で株式分割したことに 

伴う35,284株の増加及び単元未満株式の買取りによる778株の増加であり、減少の923株は売却によるものであります。



－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20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 

 （借主側） 

（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中間期末残高相当額 

 

 
取得価額

相 当 額 

（百万円） 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

（百万円） 

中間期末

残  高

相 当 額 

（百万円） 

車両運搬具 118 26 91 

器具備品 2,351 771 1,579 

ｿﾌﾄｳｪｱ 195 82 113 

合計 2,665 881 1,783 

（2）未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内 640百万円

１年超 1,163百万円

合計 1,804百万円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

支 払 リ ー ス 料 330百万円

減価償却費相当額 317百万円

支払利息相当額 14百万円

（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。 

（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。 

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 

 （借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

 
取得価額

相 当 額

（百万円）

減価償却

累 計 額

相 当 額

（百万円）

中間期末

残  高

相 当 額

（百万円）

車両運搬具 141 64 77

器具備品 2,397 1,305 1,091

ｿﾌﾄｳｪｱ 195 127 67

合計 2,734 1,498 1,236

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等

   未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 624百万円

１年超 635百万円

合計 1,259百万円

（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 350百万円

減価償却費相当額 334百万円

支払利息相当額 10百万円

（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 

同   左 

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 

 （借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、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）

車両運搬具 132 44 87

器具備品 2,368 1,018 1,349

ｿﾌﾄｳｪｱ 195 105 90

合計 2,696 1,168 1,528

（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 655百万円

１年超 896百万円

合計 1,551百万円

（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 670百万円

減価償却費相当額 640百万円

支払利息相当額 27百万円

（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 

同   左 

 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

 １年内 10百万円

１年超 0百万円

合計 11百万円

  

 １年内 5百万円

１年超 5百万円

合計 10百万円

 

（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。 

 １年内 9百万円

１年超 4百万円

合計 13百万円

  

（減損損失について） 

同   左 
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（有価証券関係） 

（前中間会計期間） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前中間会計期間末（2005年８月20日現在） 
 

中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 2,365百万円 24,566百万円 22,201百万円 

 （注） 上記は、AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD. 及び AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. の株式であります。 

 

（当中間会計期間） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（2006年８月20日現在） 
 

中間貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 2,365百万円 27,276百万円 24,911百万円 

 （注） 上記は、AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD. 及び AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. の株式であります。 

 

（前事業年度） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度（2006年２月20日現在） 
 

貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 2,365百万円 28,249百万円 25,883百万円 

 （注） 上記は、AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO.,LTD. 及び AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. の株式であります。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

１株当たり純資産額 2,162円63銭 826円81銭 2,360円82銭 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
149円24銭 57円73銭 363円24銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

潜在株式が存在しないため 

記載しておりません。 

同   左 同   左 

  当社は、2006年２月21日付で普通

株式１株につき３株の割合で株式分

割を行っております。 

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１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

720円88銭 786円94銭 

１株当たり

中間純利益金額 

１株当たり

当期純利益金額 

49円75銭 121円８銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金額
 
潜在株式が存

在しないため

記載しており

ません。 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金額 
 
同 左 

 

 

  

 

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 2005年２月21日 
至 2005年８月20日） 

当中間会計期間 
（自 2006年２月21日 
至 2006年８月20日） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日）

中間（当期）純利益（百万円） 7,806 9,058    19,056 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

 （うち役員賞与金） 

－ 

（  －）

－ 

（  －） 

     57 

   （  57）

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 7,806 9,058    18,999 

期中平均株式数（株） 52,305,560 156,913,942  52,305,330 

 

(2）【その他】 

2006 年 10 月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1）中間配当による配当額の総額………………2,353,713,405 円 

(2）１株当たりの金額……………………………15 円 

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日…2006 年 10 月 18 日 

（注）2006 年８月 20 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、 

支払いを行います。 

 

 


