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６．平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要        平成 18 年 11 月 6 日 

上 場 会 社 名 三洋信販株式会社 上場取引所 東  福 

コード番号 8573 本社所在都道府県 福岡県 

（ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.sanyo-shinpan.co.jp） 

代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 松本 睦彦 

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 日髙 直行 ＴＥＬ(03)5157－3411 

決算取締役会開催日     平成 18 年 11 月 6 日     配当支払開始日     平成 18 年 12 月 18 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の金額は表示単位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 9 月中間期 53,106 （ △2.8 )  1,199 （ △92.7 )  1,837 （ △89.2 ) 
17 年 9 月中間期 54,613 （ 2.2 ) 16,446 （ 13.2 ) 16,997 （ 10.7 ) 

18 年 3 月期 109,265  29,297  30,116  
 

 中間（当期）純利益 
1 株当たり中間 

（当期）純利益 

 百万円      ％       円  銭 

18 年 9 月中間期 △35,216 （ ― ) △928 43 
17 年 9 月中間期 9,888 （ 6.4 )   261 40 

18 年 3 月期 16,749    442 37 

(注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 37,930,644 株 17 年 9 月中間期 37,828,113 株 18 年 3 月期 37,862,419 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 
 
（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 

18 年 9 月中間期 416,001 189,739 45.6 5,001  81 
17 年 9 月中間期 409,926 220,301 53.7 5,820  56 

18 年 3 月期 417,413 226,461 54.3 5,971  40 

(注１)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 37,934,032 株 17 年 9 月中間期 37,848,740 株 18 年 3 月期 37,924,389 株

②期末自己株式数 18 年 9 月中間期 15,112 株 17 年 9 月中間期 14,904 株 18 年 3 月期 15,055 株

 (注 2)平成 17年 9月中間期及び平成18年 3月期の数値につきましては、従来の｢株主資本｣を｢純資産｣の欄に、｢株主資本比率｣を｢自己

資本比率｣の欄に、｢1 株当たり株主資本｣を｢1 株当たり純資産｣の欄に記載しております。 
 
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 

 百万円 百万円 百万円

通 期 105,200 △2,800 △41,900 

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)   △1,104 円 54 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 36.00 36.00 72.00 
19 年 3 月期 （実績） 36.00 － 
19 年 3 月期 （予想） － 36.00 

72.00 

 

＊上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績はこれらの予想

数値と異なる結果となる可能性があります。 
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７. 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 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   375,055 91.5 383,513 92.2 383,135 91.8

１ 現金及び預金   34,715 44,731 31,524 

２ 営業貸付金 
※1,2 

 5,6 
348,277 358,854 355,441 

３ たな卸資産   37 37 28 

４ その他  26,330 30,417 31,364 

  貸倒引当金 ※８ △34,304 △50,527 △35,224 

Ⅱ 固定資産   34,870 8.5 32,488 7.8 34,277 8.2

１ 有形固定資産 ※３ 7,649 7,048 7,353 

(1) 土地  2,985 2,985 2,985 

(2) その他  4,663 4,062 4,367 

２ 無形固定資産   4,901 4,299 4,616 

３ 投資その他の資産   22,319 21,141 22,307 

(1) 投資有価証券  3,473 3,511 3,832 

(2) 関係会社株式  14,783 14,783 14,783 

(3) その他 ※５ 4,107 2,846 3,736 

  貸倒引当金   △45 ― △45 

資産合計   409,926 100.0 416,001 100.0 417,413 100.0
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   83,161 20.3 84,062 20.2 83,457 20.0

１ 短期借入金   6,700  8,500  6,100  
２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 39,560  41,120  33,138  

３ コマーシャル・ペー

パー 
 ― 10,000 ― 

４ 一年以内償還予定の 

社債 
  22,000 12,000 23,000 

５ 未払法人税等   4,304 2,102 6,342 

６ 賞与引当金   691 614 604 

７ 債務保証損失引当金   3,243 3,662 3,582 

８ 利息返還損失引当金  ―  ―  4,000 

９ その他   6,662  6,063  6,688 

Ⅱ 固定負債   106,463 26.0 142,200 34.2 107,493 25.7

１ 社債   28,000  26,000  27,000 

２ 長期借入金  76,473  86,753  79,165 

３ 退職給付引当金   1,136  490  491 

４ 役員退職慰労引当金   485  485  485 

５ 利息返還損失引当金  ―  28,132  ― 

６ その他  367 339 351 

負債合計   189,625 46.3 226,262 54.4 190,951 45.7

(資本の部)      

Ⅰ 資本金  16,036 3.9 ― ―  16,244  3.9

Ⅱ 資本剰余金   33,983 8.3 ― ―  34,191  8.2

   資本準備金  33,983 ― 34,191  

Ⅲ 利益剰余金   169,871 41.4 ― ―  175,369  42.0

１ 利益準備金  1,919 ― 1,919 

２ 任意積立金  156,240 ― 156,240 

３ 中間(当期)未処分利益  11,711 ― 17,210 

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  482 0.1 ― ―  729  0.2

Ⅴ 自己株式  △72 △0.0 ― ―  △73  △0.0

資本合計   220,301 53.7 ― ―  226,461  54.3

負債及び資本合計   409,926 100.0 ― ―  417,413  100.0
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （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 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   ― ― 189,199 45.5 ― ―

１ 資本金   ― ― 16,268 3.9 ― ―

 ２ 資本剰余金  ― ― 34,216 8.2 ― ―

資本準備金   ― 34,216  ― 

３ 利益剰余金  ― ― 138,788 33.4 ― ―

(1)利益準備金   ― 1,919 ― 

(2)その他利益剰余金   ― 136,868 ― 

別途積立金  ― 170,240 ― 

繰越利益剰余金  ― △33,371 ― 

 ４ 自己株式   ― ― △73 △0.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   ― ― 539 0.1 ― ―

１ その他有価証券 

  評価差額金 
  ― ― 539 0.1 ― ―

純資産合計   ― ― 189,739 45.6 ― ―

負債純資産合計   ― ― 416,001 100.0 ― ―
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(2) 中間損益計算書 
  

  前中間会計期間 当中間会計期間 
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17年９月30日)

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日) 

(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   54,613 100.0 53,106 100.0 109,265 100.0

１ 営業貸付金利息   48,300 46,127 96,151 

２ 保証料収入   4,712 5,577 9,848 

３ その他の営業収益   1,600 1,400 3,265 

Ⅱ 営業費用   38,166 69.9 51,906 97.7 79,968 73.2

１ 金融費用   1,638 1,653 3,264 

２ その他の営業費用 ※１ 36,527 50,252 76,704 

営業利益  16,446 30.1 1,199 2.3 29,297 26.8

Ⅲ 営業外収益 ※２ 568 1.0 647 1.2 847 0.8

Ⅳ 営業外費用  18 0.0 10 0.0 28 0.0

経常利益  16,997 31.1 1,837 3.5 30,116 27.6

Ⅴ 特別利益 ※３ 2 0.0 ― ― 286 0.2

Ⅵ 特別損失 ※4,5 671 1.2 30,048 56.6 2,939 2.7

税引前中間(当期)純利益又

は税引前中間純損失（△） 
 16,327 29.9 △28,211 △53.1 27,463 25.1

法人税、住民税及び事業税  4,243 7.8 2,100 4.0 10,455 9.6

法人税等調整額  2,196 4.0 4,905 9.2 259 0.2

中間(当期)純利益又は中間

純損失（△） 
 9,888 18.1 △35,216 △66.3 16,749 15.3

前期繰越利益  1,823 ― 1,823 

中間配当額  ― ― 1,362 

中間(当期)未処分利益   11,711 ― 17,210 
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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  

  
資本  

剰余金 
利益剰余金  

 資本金 その他利益剰余金 

 

資本  

準備金 

利益  

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 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
16,244 34,191 1,919 156,240 17,210 175,369 △73 225,731

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 24 24   49

別途積立金の積立

(注）   14,000 △14,000 ―  ―

剰余金の配当（注）   △1,365 △1,365  △1,365

中間純損失   △35,216 △35,216  △35,216

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） 
    

中間会計期間中の変動額

合計（百万円） 
24 24 ― 14,000 △50,581 △36,581 △0 △36,532

平成 18 年９月 30 日残高

（百万円） 
16,268 34,216 1,919 170,240 △33,371 138,788 △73 189,199

 
 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金
純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
729 226,461 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行        49 

別途積立金の積立

（注） 
     ― 

剰余金の配当（注）     △1,365 

中間純損失  △35,216 

自己株式の取得  △0  

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△190 △190 

中間会計期間中の変動額

合計 （百万円） 
△190 △36,722 

平成 18 年９月 30 日残高

（百万円） 
539 189,739 

（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 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

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 

② その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

中間期末日現在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) 

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

２ 固定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、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物       ７～50年 

構築物      10～20年 

機械及び装置     15年 

車両運搬具      ６年 

器具備品     ６～８年 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

３ 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、回収不能見込額を計上しております。 

① 一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。 

(3) 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、当中間会計期間末における損失発生見込額を計上しております。 

(4) 利息返還損失引当金 

利息制限法上の上限金利を超過して支払われた利息の返還による損失に備えるため、当中間会計期

間末における損失発生見込額を計上しております。 
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（追加情報） 

従来、『「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』（平成18年3月15日 日本公認会計士協会 審理

情報No.24号）に基づき、将来の利息返還金相当額を「利息返還損失引当金」として計上しておりま

したが、「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」（平成18年10月13日 日本公認会計士協会 業種別委員会報告第37号）が公表されたことに伴い、

引当金の見積方法を変更いたしました。 

この結果、従来の方法に比較して、経常利益が1,702百万円増加、税引前中間純損失が28,257百万円

増加しております。 

なお、当中間会計期間の期首引当金残高と変更後の見積もり方法により再計算した場合の期首引当金

残高の差額29,960百万円を特別損失に計上しております。 

また、「利息返還損失引当金」は一年基準に基づき計上しております。 

(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。 

なお、過去勤務債務は発生時に一括処理し、数理計算上の差異は翌事業年度に一括処理しております。 

(6) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく制度廃止時の支給予定額を計上しております。 

なお、当制度は平成11年６月末をもって廃止となり、「役員退職慰労引当金」は制度適用期間中か

ら在任している役員に対する支給予定額であります。 

４ 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。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

原則として、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スワップについては、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……変動金利の金融債務 

(3) ヘッジ方針 

社内規程に基づき、金利変動リスクが資金調達コスト(支払利息)に及ぼす影響を回避するため、ヘ

ッジを行なう方針であります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、すべて特例処理を採用しているため有効性の評価を省略しております。 

６ 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 

(1) 収益及び費用の計上基準 

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、利息制限法利率又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。 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。 
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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の変更 

（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189,739百万円であります。 

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。 
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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 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 個人向け無担保貸付金328,695

百万円を含んでおります。 

※１ 個人向け無担保貸付金339,193

百万円を含んでおります。 

※１ 個人向け無担保貸付金335,004

百万円を含んでおります。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 75,547百万円  

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 58,833百万円 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 70,645百万円 
※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

7,524百万円 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,036百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

7,828百万円

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 113,720百万円 

債務保証損失

引当金 
3,243百万円 

差引保証債務 110,476百万円  

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 133,259百万円

債務保証損失

引当金 
3,662百万円

差引保証債務 129,597百万円 

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 126,002百万円

債務保証損失

引当金 
3,582百万円

差引保証債務 122,419百万円 
※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金423,825

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金417,687

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金426,087

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 22 

延滞債権 ― 

３ヵ月以上 

延滞債権 
9,950 

貸出条件 

緩和債権 
28,684 

合計 38,657  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 22 

延滞債権 8,399 

３ヵ月以上 

延滞債権 
11,423 

貸出条件 

緩和債権 
31,138 

合計 50,983  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 22 

延滞債権 626 

３ヵ月以上 

延滞債権 
9,948 

貸出条件 

緩和債権 
30,626 

合計 41,223  

(注)１ 破綻先債権とは、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

の取り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、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。 

(注)１    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)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 ２    同左 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

３ ３ヵ月以上延滞債権とは、

元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３ヵ月

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    ３    同左 

４ 貸出条件緩和債権とは、当

該債権の回収を促進するこ

となどを目的に、利息の支

払猶予等、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ヵ月以上延滞債権に

該当しないものでありま

す。 

４    同左    ４    同左 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)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

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

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、当中間会計期間末におい

て144,517百万円(当中間会計

期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高100,369百万円

を含む)であります。 

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。ま

た、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、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)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

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

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、当中間会計期間末におい

て147,203百万円(当中間会計

期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高107,362百万円

を含む)であります。 

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。ま

た、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、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)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

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

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、当事業年度末において

148,438百万円(当事業年度末

に残高のない顧客の融資未実

行残高104,255百万円を含む)

であります。 

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。ま

た、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、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

７ 当社は、当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約

に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

15,500百万円 

借入実行残高 10,700百万円 

差引額 4,800百万円  

７ 当社は、当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約

に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

5,500百万円

借入実行残高 3,500百万円

差引額 2,000百万円 

７ 当社は、当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約

に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

5,500百万円

借入実行残高 2,100百万円

差引額 3,400百万円 
※８      ― ※８ 貸倒引当金のうち23,221百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 

※８      ― 
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(中間損益計算書関係) 

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 416百万円 

無形固定資産 712百万円  

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 364百万円

無形固定資産 810百万円 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 868百万円

無形固定資産 1,525百万円 
※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1百万円 

受取配当金 490百万円  

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円

受取配当金 589百万円 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2百万円

受取配当金 710百万円 
※３      ― 

 

※３      ― 

 

※３ 特別利益の主要項目 

企業年金基金解散

益 
251百万円

 
※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 347百万円 

減損損失 300百万円  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 88百万円

利息返還関連費

用 
29,960百万円

  (注)｢利息返還関連費用」の内訳 

利息返還損失引

当金繰入額 
20,800百万円

貸倒引当金繰入

額 
9,159百万円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 403百万円

減損損失 300百万円

利息返還金 2,199百万円 

※５ 減損損失 

当社は、当中間会計期間にお

いて次のとおり減損損失を計

上しております。 

(1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類  

福岡県 
賃貸資産  

計３件 
土地等  

大分県 賃貸資産 土地等  

鹿児島県 賃貸資産 土地等  

(2)資産をグルーピングした方法 

当社は、管理会計上の区分

（事業）を基礎としてグルー

ピングを行っております。但

し、消費者金融事業について

は管理会計上の区分である一

定の地域等を基礎とした地

区、賃貸用不動産については

各資産をグルーピングの最小

単位としております。 

(3)減損損失の認識に至った経緯 

一部の賃貸用不動産におい

て、稼働率の低下及び時価の

著しい下落が確認されたため

減損損失を認識しておりま

す。 

(4)減損損失の金額 

土地 296百万円 

有形固定資産

（その他） 
4百万円 

合計 300百万円  

※５      ― ※５ 減損損失 

当社は、当事業年度において

次のとおり減損損失を計上し

ております。 

(1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

福岡県 
賃貸資産  

計３件 
土地等 

大分県 賃貸資産 土地等 

鹿児島県 賃貸資産 土地等 

(2)資産をグルーピングした方法

当社は、管理会計上の区分

（事業）を基礎としてグルー

ピングを行っております。但

し、消費者金融事業について

は管理会計上の区分である一

定の地域等を基礎とした地

区、賃貸用不動産については

各資産をグルーピングの最小

単位としております。 

(3)減損損失の認識に至った経緯

一部の賃貸用不動産におい

て、稼働率の低下及び時価の

著しい下落が確認されたため

減損損失を認識しておりま

す。 

(4)減損損失の金額 

建物 3百万円

構築物 0百万円

土地 296百万円

合計 300百万円
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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) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、路

線価等に基づいて評価して

おります。 

       (5) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、路

線価等に基づいて評価して

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） 15 0 ― 15 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   

（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。 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 31,539 21,507

合計 10,031 31,539 21,507

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるもの 

 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 29,594 19,562

合計 10,031 29,594 19,562

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 37,875 27,843

合計 10,031 37,875 27,843

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


