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平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要 
 
上 場 会 社 名 株式会社 武富士 平成１８年１１月１日 
コ ー ド 番 号 ８５６４ 上場取引所    東証第１部 
（ＵＲＬ  http://www.takefuji.co.jp/ ） 本社所在都道府県   東京都 

代  表  者  代表取締役兼社長執行役員  近藤 光 
問合せ先責任者  広  報  部  長    中野 勉 ＴＥＬ ( 03 )3365－8030 
決算取締役会開催日   平成１８年１１月 １日 配当支払開始日 平成１８年１２月 ４日 

単元株制度採用の有無  有（１単元１０株） 

 

１． 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日) 

(1) 経営成績  (注)本個別中間財務諸表の概要および添付資料中の金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。 
 営業収益 営業利益 経常利益 

 
 18年9月中間期 
 17年9月中間期 

百万円   ％
 170,162 (△3.3)
 175,916 (△2.5)

百万円   ％
 66,572 (  21.4)
 54,824 (  10.6)

百万円   ％
 66,657 (  18.2)
 56,397 (   7.3)

 18年3月期  349,766 (△2.0)  86,817 (△24.3)  89,766 (△23.8)

 
 

中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

 
 18年9月中間期 
 17年9月中間期 

百万円   ％
 △144,474 －
 19,365 (△33.5)

円   銭
 △1,026 78 
 137 63 

 18年3月期  39,080 (△41.4)  277 42 

 (注)①期中平均株式数 18年9月中間期 140,706,016株 17年9月中間期 140,706,052株 18年3月期 140,706,045株 
     ②会計処理の方法の変更の有無  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 

 

(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 

 
 18年9月中間期 
 17年9月中間期 

百万円
 1,766,695 
 1,807,543 

百万円
 805,232 
 962,849 

％ 
 45.6 
 53.3 

円   銭
 5,722 80 
 6,842 98 

 18年3月期  1,780,265  969,250  54.4  6,888 16 

 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 140,706,007株 17年9月中間期 140,706,051株 18年3月期 140,706,025株 

②期末自己株式数  18年9月中間期   6,589,193株 17年9月中間期   6,589,149株 18年3月期   6,589,175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) 

 営 業 収 益       経 常 利 益       当期純利益       

通   期 

百万円

333,700 

百万円

125,200 

百万円 

△109,900 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）△781円06銭 

 

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 

 18年3月期 115.00 115.00 230.00 

 19年3月期（実績） 115.00 ――――― 

 19年3月期（予想） ――――― 115.00 
230.00 

 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日

現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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１【個別中間財務諸表等】 

(1)【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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  52,645 57,966 54,972 

２．営業貸付金 
※
1.2.7

1,577,078 1,518,789 1,540,046 

３．割賦売掛金  440 577 494 

４．貯蔵品  258 325 371 

５．短期貸付金  72,996 29,998 40,000 

６．繰延税金資産  16,243 26,321 19,489 

７．その他  39,212 33,115 34,862 

貸倒引当金  －158,981 －162,719 －150,430 

流動資産合計   1,599,890 88.5 1,504,372 85.2  1,539,805 86.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※５   

(1) 土地 ※１ 23,132 23,132 23,132 

(2) その他 ※１ 14,551 13,845 14,109 

有形固定資産合計  37,683 36,977 37,241 

２．無形固定資産  5,956 5,443 5,767 

３．投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  38,433 38,433 38,433 

(2) 繰延税金資産  － 106,836 17,139 

(3) その他  51,587 74,635 69,188 

投資その他の資産
合計 

 90,021 219,903 124,760 

固定資産合計   133,660 7.4 262,323 14.8  167,769 9.4

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行差金  73,993 － 72,692 

繰延資産合計   73,993 4.1 － －  72,692 4.1

資産合計   1,807,543 100.0 1,766,695 100.0  1,780,265 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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．短期借入金  14,250 16,000 14,250 

２．一年内償還予定社
債 

 38,000 30,000 68,000 

３．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 119,118 107,451 113,986 

４．未払法人税等  31,690 27,507 26,871 

５．利息返還損失引当
金 

 － － 22,500 

６．賞与引当金  892 786 753 

７．役員賞与引当金  － 22 － 

８．その他  14,381 17,080 14,606 

流動負債合計   218,331 12.1 198,846 11.2  260,966 14.7

Ⅱ 固定負債    

１．社債  258,567 157,178 228,567 

２．長期借入金 ※１ 351,861 321,750 305,304 

３．利息返還損失引当
金 

 － 269,562 － 

４．退職給付引当金  2,844 3,059 3,056 

５．役員退職慰労引当
金 

 86 103 104 

６．その他  13,006 10,965 13,018 

固定負債合計   626,364 34.6 762,617 43.2  550,049 30.9

負債合計   844,694 46.7 961,462 54.4  811,015 45.6
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31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   30,478 1.7 － －  30,478 1.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  52,263 － 52,263 

資本剰余金合計   52,263 2.9 － －  52,263 2.9

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  7,619 － 7,619 

２．任意積立金  874,961 － 874,961 

３．中間（当期）未処
分利益 

 31,639 － 35,173 

利益剰余金合計   914,219 50.6 － －  917,753 51.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  6,664 0.4 － －  9,532 0.5

Ⅴ 自己株式   －40,776 －2.3 － －  －40,776 －2.3

資本合計   962,849 53.3 － －  969,250 54.4

負債資本合計  1,807,543 100.0 － － 1,780,265 100.0

  

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 30,478 1.7  － －

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  － 52,263 － 

資本剰余金合計   － － 52,263 3.0  － －

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  － 7,619 － 

(2) その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 875,961 － 

繰越利益剰余金  － －126,527 － 

利益剰余金合計   － － 757,053 42.8  － －

４．自己株式   － － －40,776 －2.3  － －

株主資本合計   － － 799,018 45.2  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 6,633 0.4  － －

２．繰延ヘッジ損益   － － －419 －0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 6,214 0.4  － －

純資産合計   － － 805,232 45.6  － －

負債・純資産合計   － － 1,766,695 100.0  － －
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(2)【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益    

１．営業貸付金利息   171,962 164,877  341,463

２．総合斡旋収益   31 43  66

３．その他の金融収益   208 1,577  687

４．その他の営業収益   3,715 3,665  7,551

営業収益合計   175,916 100.0 170,162 100.0  349,766 100.0

Ⅱ 営業費用    

１．金融費用   10,424 10,536  20,867

２．その他の営業費用 ※１  110,668 93,053  242,082

営業費用合計   121,091 68.8 103,590 60.9  262,948 75.2

営業利益   54,824 31.2 66,572 39.1  86,817 24.8

Ⅲ 営業外収益 ※２  1,636 0.9 432 0.3  3,077 0.9

Ⅳ 営業外費用 ※３  63 0.0 348 0.2  128 0.0

経常利益   56,397 32.1 66,657 39.2  89,766 25.7

Ⅴ 特別利益 ※４  28,264 16.1 － －  28,264 8.1

Ⅵ 特別損失 ※5.7  55,855 31.8 272,137 159.9  55,857 16.0

税引前中間（当
期）純利益 

  28,806 16.4 － －  62,173 17.8

税引前中間純損失   － － 205,479 120.8  － －

法人税、住民税及
び事業税 

 32,791 33,266 49,526 

還付法人税等  －10,043 － －10,043 

法人税等調整額  －13,307 9,441 5.4 －94,271 －61,005 －35.9 －16,390 23,093 6.6

中間（当期）純利
益 

  19,365 11.0 － －  39,080 11.2

中間純損失   － － 144,474 84.9  － －

前期繰越利益   12,274 －  12,274

中間配当額   － －  16,181

中間（当期）未処
分利益 

  31,639 －  35,173
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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 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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 利益準備金

別途積立金
繰越 

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ損益

平成18年３月31日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 874,961 35,173 －40,776 959,718 9,532 －

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て

（注） 
－ － － 1,000 －1,000 － － － －

剰余金の配当（注） － － － － －16,181 － －16,181 － －

役員賞与（注） － － － － －45 － －45 － －

中間純損失 － － － － －144,474 － －144,474 － －

自己株式の取得 － － － － － －0 －0 － －

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － － － － －2,899 －419

中間会計期間中の変動額合

計（百万円） 
－ － － 1,000 －161,700 －0 －160,700 －2,899 －419

平成18年９月30日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 875,961 －126,527 －40,776 799,018 6,633 －419

          

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

・時価のあるもの ・時価のあるもの ・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（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） 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（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）

…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） 

・時価のないもの ・時価のないもの ・時価のないもの 

…移動平均法による原価法 同左 同左 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

貯蔵品については最終仕入原

価法による原価法によってお

ります。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法

によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物     15年～50年 

 構築物    10年～30年 

 器具及び備品 ４年～15年 

同左 同左 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェア

については社内における利用

可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 ３．   ―――――― ３．繰延資産の処理方法 

社債発行差金は、社債償還日ま

での期間に対応して償却してお

ります。 

 社債発行差金は、社債償還日ま

での期間に対応して償却してお

ります。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

 （追加情報）  

 当中間会計期間より、日本公

認会計士協会業種別監査委員

会報告第37号「消費者金融会

社等の利息返還請求による損

失に係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」に従っ

て、貸付金に充当される利息

返還損失見込額部分につきま

しては、利息返還損失引当金

として計上しております。 

この変更に伴い、期首時点の

貸倒引当金のうち利息返還損

失見込額部分12,531百万円を

利息返還損失引当金に振替え

ております。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2)   ―――――― (2) 利息返還損失引当金 (2) 利息返還損失引当金 

 利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息部分の顧客か

らの返還請求に備えるため、

当中間会計期間末における将

来の返還請求発生見込額を計

上しております。 

利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息部分の顧客か

らの返還請求に備えるため、

当事業年度末における将来の

返還請求発生見込額を計上し

ております。 

 （追加情報） （追加情報） 

 当中間会計期間より、日本公

認会計士協会業種別監査委員

会報告第37号「消費者金融会

社等の利息返還請求による損

失に係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」に従って

利息返還損失引当金を計上し

ております。 

この変更に伴い、期首時点に

おける当該業種別監査委員会

報告に基づく引当金計上額

307,069百万円と従来の見積

方法に基づく引当金計上額

35,031百万円（貸倒引当金期

首振替額12,531百万円を含

む）との差額272,038百万円

を利息返還損失引当金繰入額

として特別損失に計上してお

ります。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、その他の営業費用が

65,423百万円減少し、営業利

益及び経常利益がそれぞれ同

額増加、税引前中間純損失が

206,615百万円増加しており

ます。 

利息返還損失引当金は、平成

18年１月13日及び１月19日に

「貸金業の規制等に関する法

律」第43条・みなし弁済規定

の適用に係る最高裁判決が出

されたことに伴い、顧客から

の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

求額の重要性が増してきたた

め、当事業年度末より計上す

ることといたしました。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、その他の営業費用が

22,500百万円増加し、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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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

(4)   ―――――― (4) 役員賞与引当金 (4)   ―――――― 

 役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給

見込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。 

 

 （会計方針の変更）  

 当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、営業利益及び経常利益

がそれぞれ22百万円減少し、

税引前中間純損失が同額増加

しております。 

 

(5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、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、全額翌

事業年度に費用処理すること

としております。 

同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、全額翌

事業年度に費用処理すること

としております。 

(6) 役員退職慰労引当金 (6) 役員退職慰労引当金 (6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

同左 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく事業

年度末要支給額を計上してお

ります。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 ５．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 

６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 

社債、借入金、支払利息に係る

金利変動リスク及び為替変動リ

スクのヘッジを目的にデリバ

ティブ取引を行っており、通

貨・金利スワップ取引について

は全て金利スワップの特例処理

を適用しております。 

社債及び借入金の支払利息に係

る金利変動リスク及び為替変動

リスクのヘッジを目的に金利ス

ワップ取引及び通貨・金利ス

ワップ取引を行っており、繰延

ヘッジ処理を適用しておりま

す。なお、通貨・金利スワップ

取引については、全て金利ス

ワップの特例処理及び振当処理

を適用しております。 

ヘッジ有効性評価の方法につい

ては、ヘッジ対象の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によって

いるスワップについては、有効

性の評価を省略しております。

同左 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 営業貸付金利息の計上基準 (1) 営業貸付金利息の計上基準 (1) 営業貸付金利息の計上基準 

営業貸付金利息は発生基準に

より計上しております。 

なお、営業貸付金に係る未収

利息については、利息制限法

上限利率と約定利率とのいず

れか低い方により計上してお

ります。 

同左 同左 

(2) 消費税等の会計処理 (2) 消費税等の会計処理 (2) 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 同左 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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）

当中間会計期間より、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）を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益は５

百万円増加し、税引前中間純利益は

18,744百万円減少しております。 

また、連結子会社（㈱テイクワン）

においてゴルフ場を減損処理したこ

とに伴い、同社株式を評価減するこ

とによる「関係会社株式評価損」を

特別損失として計上したため、税引

前中間純利益は34,334百万円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

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

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、当

事業年度から適用されることになっ

たことに伴い、当事業年度より同会

計基準及び同会計指針を適用してお

ります。これにより、営業利益及び

経常利益は10百万円増加し、税引前

当期純利益は18,739百万円減少して

おります。 

また、連結子会社（㈱テイクワン）

においてゴルフ場を減損処理したこ

とに伴い、同社株式を評価減するこ

とによる「関係会社株式評価損」を

特別損失として計上したため、税引

前当期純利益は34,334百万円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――― （金融商品に関する会計基準） ―――――― 

 当中間会計期間より、「金融商品に

関する会計基準」（企業会計基準第

10号 平成18年８月11日）及び「繰

延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第19号 平成

18年８月11日）を適用しておりま

す。これにより、従来、繰延資産と

して計上しておりました社債発行差

金を社債から直接控除しており、そ

の金額は71,389百万円であります。
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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。これまでの資本の

部の合計に相当する金額は805,651

百万円であります。 

なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

―――――― （貸借対照表関係） 

 前中間会計期間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繰延税金資産は、資産の総

額の５％を超えたため、当中間会計期間より「繰延税

金資産」として区分掲記しております。なお、前中間

会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれて

いる繰延税金資産は19,268百万円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産とこれに対

応する債務は次のとおりでありま

す。 

   

 
担保提供資産 

営業貸付金 

土地 

有形固定資産その他 

計 

対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

長期借入金 

計 
  

 
 

364,952百万円 

12,688

3,631

381,270

43,015百万円 

205,128

248,143
  

 
 

355,670百万円 

12,688

3,394

371,751

45,190百万円 

208,084

253,273
  

 
 

299,312百万円 

12,688

3,509

315,509

39,134百万円 

185,723

224,857
  

 上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金318,485百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）233,940百万

円）を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金17,161百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）13,400百万円の担

保として提供する契約をして

おります。 

上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金355,670百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）248,873百万

円）を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金7,480百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）4,500百万円の担

保として提供する契約をして

おります。 

上記金額は、信託を利用した

営業貸付金の流動化に係るも

の（営業貸付金297,132百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）217,957百万

円）を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金12,320百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）9,000百万円の担

保として提供する契約をして

おります。 

※２．営業貸付金に含まれる個人向け無

担保貸付金 
1,577,078百万円 1,518,789百万円 1,540,046百万円 
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項目 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

 ３．営業貸付金コミットメント 営業貸付金については、貸

出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当

社が与信した額（利用限度

額）の範囲内で顧客が随時

借入を行うことができる契

約となっております。同契

約に係る利用限度額の融資

未実行残高は410,609百万円

であります。このうちに

は、当中間会計期間末に残

高のない顧客に対するもの

が248,655百万円含まれてお

ります。この利用限度額に

ついては顧客の信用度合い

により当社が任意に増減す

ることができるものであ

り、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・フローに重要

な影響を与えるものではあ

りません。 

営業貸付金については、貸

出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当

社が与信した額（利用限度

額）の範囲内で顧客が随時

借入を行うことができる契

約となっております。同契

約に係る利用限度額の融資

未実行残高は396,215百万円

であります。このうちに

は、当中間会計期間末に残

高のない顧客に対するもの

が239,074百万円含まれてお

ります。この利用限度額に

ついては顧客の信用度合い

により当社が任意に増減す

ることができるものであ

り、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・フローに重要

な影響を与えるものではあ

りません。 

営業貸付金については、貸

出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当

社が与信した額（利用限度

額）の範囲内で顧客が随時

借入を行うことができる契

約となっております。同契

約に係る利用限度額の融資

未実行残高は、404,304百万

円であります。このうちに

は、当事業年度末に残高の

ない顧客に対するものが

243,407百万円含まれており

ます。この利用限度額につ

いては顧客の信用度合いに

より当社が任意に増減する

ことができるものであり、

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・フローに重要

な影響を与えるものではあ

りません。 

 ４．借入金コミットメント 借入金の一部に関し、長期

借入枠コミットメントによ

る借入を行っております。

この契約による借入枠は

3,500百万米ドル相当円貨額

であり、当中間会計期間末

の借入実行残高は1,931百万

米ドル相当円貨額、借入未

実行残高は1,569百万米ドル

相当円貨額であります。 

借入金の一部に関し、長期

借入枠コミットメントによ

る借入を行っております。

この契約による借入枠は

3,500百万米ドル相当円貨額

であり、当中間会計期間末

の借入実行残高は2,098百万

米ドル相当円貨額、借入未

実行残高は1,402百万米ドル

相当円貨額であります。 

借入金の一部に関し、長期

借入枠コミットメントによ

る借入を行っております。

この契約による借入枠は

3,500百万米ドル相当円貨額

であり、当事業年度末の借

入実行残高は1,814百万米ド

ル相当円貨額、借入未実行

残高は1,686百万米ドル相当

円貨額であります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計額 32,965百万円 34,784百万円 33,944百万円

 ６．偶発債務 社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

 
 
第二回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

第四回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

  

 
第二回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

第四回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

  

 
第二回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

第四回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円
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項目 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成18年３月31日現在） 

※７．不良債権の状況    

破綻先債権 894百万円 1,011百万円 1,115百万円

 元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

延滞債権 69,452百万円 84,393百万円 64,072百万円

 元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

３か月以上延滞債権 25,835百万円 38,572百万円 24,890百万円

 元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

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。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

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。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

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。 

貸出条件緩和債権 110,130百万円※ 99,231百万円※ 105,153百万円※

 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３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、110,130百万円の内

には、延滞日数が０日から30

日までのものが103,421百万

円含まれております。 

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３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、99,231百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが92,403百万円含

まれております。 

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３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、105,153百万円の内

には、延滞日数が０日から30

日までのものが98,819百万円

含まれております。 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．減価償却実施額  

有形固定資産 972百万円 919百万円 2,022百万円

無形固定資産 654 782 1,364 

※２．営業外収益の主要項目  

受取配当金 396百万円 145百万円 427百万円

投資利益 416 125 1,058 

為替差益 687 54 1,189 

※３．営業外費用の主要項目  

固定資産除売却損 58百万円 30百万円 76百万円

支払オプション料 － 316 47 

※４．特別利益の主要項目  

投資有価証券売却益 28,264百万円 －百万円 28,264百万円

※５．特別損失の主要項目  

投資有価証券評価損 28百万円 99百万円 29百万円

関係会社株式評価損 34,334 － 34,335 

社債償還損 2,418 － 2,418 

減損損失 18,749 － 18,749 

利息返還損失引当金繰入額 － 272,038 － 

 ６．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 

(1) 営業収益として表示した

金融収益 

(1) 営業収益として表示した

金融収益 

(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

有価証券受取配当金及び

利息等を除くすべての金

融収益 

同左 同左 

 (2) 営業費用として表示した

金融費用 

(2) 営業費用として表示した

金融費用 

(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 

同左 同左 

※７．減損損失 当社においては、事業用資産

については事業を基礎とし、

賃貸不動産及び遊休資産につ

いては、それぞれ個別物件単

位でグルーピングしておりま

す。 

――――― 当社においては、事業用資産

については事業を基礎とし、

賃貸不動産及び遊休資産につ

いては、それぞれ個別物件単

位でグルーピングしておりま

す。 

 遊休資産については、継続的

な地価の下落等により、ま

た、一部の賃貸不動産につい

ては、著しい収益性の悪化及

び継続的な地価の下落等が

あったため、当中間会計期間

において帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

18,749百万円を減損損失とし

て特別損失に計上いたしまし

た。 

 遊休資産については、継続的

な地価の下落等により、ま

た、一部の賃貸不動産につい

ては、著しい収益性の悪化及

び継続的な地価の下落等が

あったため、当事業年度にお

いて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額

18,749百万円を減損損失とし

て特別損失に計上いたしまし

た。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 減損損失の内訳は、建物257

百万円、構築物４百万円、土

地17,111百万円、建設仮勘定

1,147百万円、投資不動産230

百万円であります。 

 減損損失の内訳は、建物257

百万円、構築物４百万円、土

地17,111百万円、建設仮勘定

1,147百万円、投資不動産230

百万円であります。 

 また、用途、種類及び場所ご

との減損損失の内訳は、以下

のとおりであります。 

 また、用途、種類及び場所ご

との減損損失の内訳は、以下

のとおりであります。 

 

 
用
途 

種類 場所
減損損失
(百万円)

土地 軽井沢 243

投資不
動産 

青森六
戸 

230

遊
休
資
産 
土地、
建物 

奄美大
島他６
物件

242

   715

   

土地 
神戸三
宮 

7,002

土地、
建設仮
勘定 

麹町 4,244

土地 池袋 2,659

土地、
建物、
構築物

駒込 1,936

土地、
建物、
構築物

千葉 1,331

賃
貸
不
動
産 

土地、
建物、
構築物

神田他
５物件

861

   18,034

   

合
計 
  18,749

  

  
用
途 

種類 場所
減損損失
(百万円)

土地 軽井沢 243

投資不
動産 

青森六
戸 

230

遊
休
資
産 
土地、
建物 

奄美大
島他６
物件 

242

   715

   

土地 
神戸三
宮 

7,002

土地、
建設仮
勘定 

麹町 4,244

土地 池袋 2,659

土地、
建物、
構築物 

駒込 1,936

土地、
建物、
構築物 

千葉 1,331

賃
貸
不
動
産 

土地、
建物、
構築物 

神田他
５物件

861

   18,034

   

合
計 
  18,749

  

 

なお、遊休資産の回収可能価

額は、正味売却価額によって

おり、賃貸不動産の回収可能

価額は、正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額とし

ております。正味売却価額は

不動産鑑定士による鑑定評価

額を使用し、使用価値は将来

キャッシュ・フローを6.1％

で割り引いて算定しておりま

す。 

 なお、遊休資産の回収可能価

額は、正味売却価額によって

おり、賃貸不動産の回収可能

価額は、正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額とし

ております。正味売却価額は

不動産鑑定士による鑑定評価

額を使用し、使用価値は将来

キャッシュ・フローを6.1％

で割り引いて算定しておりま

す。 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式（注） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 

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 

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 

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)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他
（有形
固定資
産） 

3,816 2,960 856

合計 3,816 2,960 856

  

 

 
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)

その他
（有形
固定資
産）

1,856 1,553 303

合計 1,856 1,553 303

  

 

 
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)

その他
（有形
固定資
産） 

2,586 2,057 528

合計 2,586 2,057 528

  
 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み

法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高

相当額等 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額等 

２．未経過リース料期末残高相当

額等 

   未経過リース料中間期末残高

相当額 

  未経過リース料中間期末残高

相当額 

  未経過リース料期末残高相当

額 

 
 
１年内 553百万円

１年超 303

合計 856
  

 
１年内 266百万円

１年超 37

合計 303
  

 
１年内 387百万円

１年超 141

合計 528
  

 （注） 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過

リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法

により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。 

 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

相当額及び減損損失 

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

相当額及び減損損失 

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

相当額及び減損損失 

 
 
支払リース料
（減価償却費
相当額） 

470百万円

  

 
支払リース料
（減価償却費
相当額） 

226百万円

  

 
支払リース料
（減価償却費
相当額） 

802百万円

  
 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

 （減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 6,842.98円

１株当たり中間純利益

金額 137.63円

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 133.83円
  

 
１株当たり純資産額 5,722.80円

１株当たり中間純損失

金額 1,026.78円

 

  

 
１株当たり純資産額 6,888.16円

１株当たり当期純利益

金額 277.42円

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 269.78円
  

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後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 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 19,365 － 39,080 

中間純損失（百万円） － 144,474 － 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 45 

（うち利益処分による役員賞与金） － － （45）

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（百万円） 

19,365 － 39,035 

普通株式に係る中間純損失（百万円） － 144,474 － 

期中平均株式数（千株） 140,706 140,706 140,706 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 3,989 － 3,989 

（うち新株予約権） （3,989） （－） （3,989）

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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２【営業の実績】 

(1)【営業収益の内訳】 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）種類別 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

営業貸付
金利息 

無担保ローン 171,962 97.8 164,877 96.9 341,463 97.6

総合斡旋
収益 

クレジットカード 31 0.0 43 0.0 66 0.0

その他の
金融収益 

預金利息 206 0.1 367 0.2 498 0.1

 貸付金利息 2 0.0 21 0.0 5 0.0

 その他 － － 1,190 0.7 184 0.1

 小計 208 0.1 1,577 0.9 687 0.2

その他の
営業収益 

償却債権及び同利息
回収額 

3,230 1.8 3,147 1.9 6,559 1.9

 不動産賃貸収入 415 0.2 438 0.3 849 0.3

 その他 70 0.1 81 0.0 143 0.0

 小計 3,715 2.1 3,665 2.2 7,551 2.2

合計 175,916 100.0 170,162 100.0 349,766 100.0

 （注）１．その他の金融収益の「その他」は、主に金利スワップ受取利息等であります。 

    ２．その他の営業収益の「その他」は、主に受取手数料等であります。 

 

(2)【その他の指標】 

区分 
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日現在)
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日現在) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日現在)

営業貸付金残高（百万円） 1,577,078 1,518,789 1,540,046 

 無担保ローン 1,577,078 1,518,789 1,540,046 

 担保ローン － － － 

割賦売掛金残高（百万円） 440 577 494 

口座数（口） 2,404,389 2,268,706 2,322,917 

 無担保ローン 2,404,389 2,268,706 2,322,917 

 担保ローン － － － 

クレジットカード会員数（人） 245,247 271,326 254,665 

店舗（店） 1,888 1,896 1,898 

 通常店舗（店） 523 523 523 

 無人店舗（店） 1,364 1,362 1,364 

 インターネット店舗（店） 1 1 1 

 スピード無人受付機（店） － 10 10 

無人契約機（￥enむすび）（台） 1,888 1,886 1,888 

現金自動設備（台） 38,697 46,008 45,450 

 自社設置分（台） 2,025 2,023 2,025 

 提携分（台） 36,672 43,985 43,425 

従業員数（人） 3,424 3,133 3,171 

貸倒償却額（百万円） 42,142 31,841 108,504 

利息返還額（元本毀損分） 
（百万円） 

－ 15,328 － 

貸倒引当金残高（百万円） 158,981 162,719 150,430 

 




