
 
平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月１０日

上場会社名 シンキ株式会社 上場取引所 東京証券取引所

コード番号 ８５６８ 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.shinki.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　常峰　仁

問合せ先責任者　役職名 経理部長 氏名　三浦　隆 ＴＥＬ（０３）３３４５－９３３１

決算取締役会開催日 平成１８年１１月１０日  

単元株制度採用の有無 有（１単元１００株）   

１．平成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中の金額は、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９月中間期 23,051 △9.7 754 △84.5 883 △82.1

17年９月中間期 25,528 2.4 4,882 0.8 4,923 4.7

18年３月期 50,500 0.2 6,721 △18.9 6,831 △15.1

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 △15,463 － △220 04

17年９月中間期 2,987 15.5 42 51

18年３月期 4,189 △8.5 59 43

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 70,275,567株 17年９月中間期 70,275,815株 18年３月期 70,275,740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 171,982 51,848 30.1 737 78

17年９月中間期 195,506 67,420 34.5 959 36

18年３月期 189,747 68,558 36.1 975 39

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 70,275,564株 17年９月中間期 70,275,764株 18年３月期 70,275,584株

②期末自己株式数 18年９月中間期 1,960株 17年９月中間期 1,760株 18年３月期 1,940株

２．平成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 45,200 1,600 △13,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△192円10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 6.25 6.25 12.5

19年３月期（実績） － －
未定

19年３月期（予想） － 未定

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

－ 38 －



６．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）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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

１．現金及び預金 ※2 21,029 25,337 21,412

２．営業貸付金
※2．
3.5.6

148,604 129,777 138,465

３．繰延税金資産 5,343 5,428 5,669

４．その他 8,425 7,098 8,560

５．貸倒引当金  △22,081 △25,363 △18,352

流動資産合計 161,321 82.5 142,279 82.7 155,756 82.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1.2 8,313   8,270   8,572   

２．無形固定資産 2,319   2,308   2,497   

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2 1,560 1,771 2,188

(2）延滞営業債権 ※6 52 48 63

(3）関係会社長期貸
付金

12,900 11,230 12,520

(4）繰延税金資産 1,446 1,340 981

(5）その他  7,586 4,821 7,147

(6）貸倒引当金 △73   △140   △54   

計  23,472 19,071 22,847

固定資産合計  34,105 17.5  29,650 17.3  33,917 17.9

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 78 51 73

繰延資産合計 78 0.0 51 0.0 73 0.0

資産合計 195,506 100.0 171,982 100.0 189,747 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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

１．短期借入金 10,300 5,000 6,500

２．１年内返済予定の
長期借入金

30,782 20,296 23,734

３．１年内償還予定の
社債

500 1,500 2,000

４．コマーシャルペー
パー

12,500 － 5,500

５．未払法人税等 1,435 3,014 231

６．賞与引当金 363 249 320

７．利息返還損失引当
金

－ － 2,570

８．その他 6,409 5,763 6,176

流動負債合計 62,290 31.8 35,823 20.9 47,032 24.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 16,400 19,800 19,800

２．長期借入金 47,648 54,855 52,976

３．退職給付引当金 79 68 82

４．役員退職慰労引当
金

44 53 58

５．利息返還損失引当
金

－ 8,358 －

６．その他 1,622 1,174 1,238

固定負債合計 65,795 33.7 84,310 49.0 74,155 39.1

負債合計 128,086 65.5 120,134 69.9 121,188 63.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金 12,665 6.5 － － 12,665 6.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 13,133 － 13,133

資本剰余金合計 13,133 6.7 － － 13,133 6.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 552 － 552

２．任意積立金 37,600 － 37,600

３．中間（当期）未処
分利益

3,064 － 3,827

利益剰余金合計 41,216 21.1 － － 41,979 22.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

405 0.2 － － 781 0.4

Ⅴ　自己株式 △1 △0.0 － － △1 △0.0

資本合計 67,420 34.5 － － 68,558 36.1

負債資本合計 195,506 100.0 － － 189,747 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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

１．資本金  － －  12,665 7.3  － －

２．資本剰余金

(1)資本準備金 －  13,133  －  

資本剰余金合計 － － 13,133 7.6 － －

３．利益剰余金

(1)利益準備金 － 552 －

(2)その他利益剰余金    

 別途積立金 － 40,900 －

 繰越利益剰余金 －  △15,388  －  

利益剰余金合計 － － 26,063 15.2 － －

４．自己株式 － － △1 △0.0 － －

株主資本合計 － － 51,861 30.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

－ － 530 0.3 － －

２．繰延ヘッジ損益 － － △544 △0.3 － －

評価・換算差額等合計 － － △13 △0.0 － －

純資産合計 － － 51,848 30.1 － －

負債純資産合計 － － 171,982 100.0 － －
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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 25,528 100.0 23,051 100.0 50,500 100.0

Ⅱ　営業費用 1,066 4.2 844 3.7 1,992 4.0

営業総利益 24,462 95.8 22,207 96.3 48,508 96.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

19,580 76.7 21,453 93.0 41,786 82.7

営業利益 4,882 19.1 754 3.3 6,721 13.3

Ⅳ　営業外収益 ※1 295 1.2 332 1.4 644 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※2 254 1.0 203 0.9 534 1.1

経常利益 4,923 19.3 883 3.8 6,831 13.5

Ⅵ　特別利益 ※3 405 1.6 256 1.1 439 0.9

Ⅶ　特別損失 ※4 147 0.6 13,635 59.1 173 0.3

税金等調整前中間
(当期)純利益又は
税金等調整前中間
純損失(△)

5,181 20.3 △12,495 △54.2 7,097 14.1

法人税、住民税及
び事業税

1,362 2,914 2,194

法人税等調整額 832 2,194 8.6 54 2,968 12.9 714 2,908 5.8

中間(当期)純利益
又は中間純損失
(△)

2,987 11.7 △15,463 △67.1 4,189 8.3

前期繰越利益 76 － 76

中間配当額 － － 439

中間（当期）未処
分利益

3,064 － 3,827
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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）

（単位：百万円）

 株主資本

資本金

 資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本準備

金 

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計 別途積立

金

 繰越利益

剰余金

平成18年３月31日

　残高 12,665 13,133 13,133 552 37,600 3,827 41,979 △1 67,777

中間会計期間中の

変動額          

別途積立金の積立

(注)     3,300 △3,300 －  －

剰余金の配当(注)      △439 △439  △439

役員賞与(注)      △13 △13  △13

中間純損失(△)      △15,463 △15,463  △15,463

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 － － － － 3,300 △19,215 △15,915 △0 △15,915

平成18年９月30日

　残高 12,665 13,133 13,133 552 40,900 △15,388 26,063 △1 51,861

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評価差額

金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日

　残高 781 － 781 68,558

中間会計期間中の

変動額     

別途積立金の積立

(注)    －

剰余金の配当(注)    △439

役員賞与(注)    △13

中間純損失(△)    △15,463

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) △250 △544 △795 △795

中間会計期間中の

変動額合計 △250 △544 △795 △16,710

平成18年９月30日

　残高 530 △544 △13 51,848
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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

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．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

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（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（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（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

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

(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

　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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　3年～50年

　器具備品　　　　3年～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

イ）営業権

　５年間で毎期均等額を償却し

ております。

(2）無形固定資産

イ）のれん

同左

(2）無形固定資産

イ）営業権

同左

ロ）ソフトウェア

　自社利用目的のソフトウェア

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

により償却しております。

ロ）ソフトウェア

同左

ロ）ソフトウェア

同左

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　社債の償還期限内または商法施

行規則に規定する最長期間（３

年）のいずれか短い期間で均等償

却しております。

(1）社債発行費

　平成18年３月31日以前の起債に

係る社債発行費は、社債の償還期

限内または旧商法施行規則に規定

する最長期間（３年）のいずれか

短い期間で均等償却しております。

(1）社債発行費

　社債の償還期限内または商法施

行規則に規定する最長期間（３

年）のいずれか短い期間で均等償

却しております。
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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）

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

(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、支給見込額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）   ────────── (3）利息返還損失引当金

　利息制限法の上限金利を超過す

る貸付金利息分の顧客からの返還

請求による損失に備えるため、債

権種類別の返還実績率および平均

返還額等から算出した利息返還請

求見込額のうち貸付金を超過して

支払う利息返還損失見込額を計上

しております。なお、貸付金に充

当される利息返還損失見込額

8,877百万円は貸倒引当金に含め

ております。

（追加情報）

　前事業年度において、リサー

チ・センター審理情報NO.24（平

成18年３月15日　日本公認会計士

協会)を踏まえ利息返還損失引当

金を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」（業種別委

員会報告第37号　平成18年10月13

日）が平成18年９月１日以降終了

する中間会計期間から適用される

ことになったことに伴い、当中間

会計期間から同業種別委員会報告

により利息返還損失引当金を計上

しております。これにより税金等

調整前中間純損失は、11,402百万

円増加しております。

(3）利息返還損失引当金

　利息制限法の上限金利を超過す

る貸付金利息分の顧客からの返還

請求による損失に備えるため、過

去の返還実績および最近の返還状

況を考慮し、貸付金を超過して支

払う返還損失見込額を計上してお

ります。なお、貸付金に充当され

る返還損失見込額は貸倒引当金に

含めております。

（追加情報）

　前事業年度において利息返還に

より生じる損失見込額をすべて貸

倒引当金として計上しておりまし

たが、リサーチ・センター審理情

報NO.24（平成18年３月15日　日

本公認会計士協会)

を踏まえ、利息返還見込額の重要

性が増したことから、当事業年度

より貸付金を超過して支払う返還

損失見積額を利息返還損失引当金

として計上しております。
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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）

(4）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、各事業年

度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

（５年）による定率法により、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

(4）退職給付引当金

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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度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

（５年）による定率法により、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

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 (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、金利スワップの特例

処理の要件を満たす金利スワップ

等については、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

ヘッジ手段

　デリバティブ取引（金利スワッ

プ取引）

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　変動金利建ての借入金利息

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内規に基づき、借入金利

息の金利変動リスクを回避する目

的で、変動金利建ての借入金に対

して、デリバティブ取引(金利ス

ワップ取引)でキャッシュ・フ

ローヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左
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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）

(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ことにより

行っております。

　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）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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）収益及び費用の計上基準

イ）営業貸付金利息の計上基準

　営業貸付金利息は、発生主義

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

率または当社の約定利率のいず

れか低い方によって計上してお

ります。

(1）収益及び費用の計上基準

イ）営業貸付金利息の計上基準

同左

 

(1）収益及び費用の計上基準

イ）営業貸付金利息の計上基準

同左 

 

ロ）借入金利息、コマーシャル

ペーパー利息及び社債利息の

会計処理

　借入金利息、コマーシャル

ペーパー利息及び社債利息につ

いては、営業債権に対応する部

分を営業費用とし、その他のも

のについては営業外費用として

処理しております。

ロ）借入金利息、コマーシャル

ペーパー利息及び社債利息の

会計処理

同左

ロ）借入金利息、コマーシャル

ペーパー利息及び社債利息の

会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。なお、控除

対象外消費税等については当中間

会計期間の費用として処理してお

ります。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。なお、控除

対象外消費税等については当期の

費用として処理しております。

(3）匿名組合契約による持分の会計

処理

レバレッジドリース

　当社の出資に係る匿名組合の持

分を適正に評価するため、当社の

負担すべき投資損失累計額を投資

その他の資産のその他（出資金）

から直接控除しております。

　また、同組合の当中間会計期間

に属する損益の当社持分相当額を

匿名組合損益として処理し営業外

収益（雑収入）に計上しておりま

す。

(3）匿名組合契約による持分の会計

処理

レバレッジドリース

同左

(3）匿名組合契約による持分の会計

処理

レバレッジドリース

　当社の出資に係る匿名組合の持

分を適正に評価するため、当社の

負担すべき投資損失累計額を投資

その他の資産のその他（出資金）

から直接控除しております。

　また、同組合の当期に属する損

益の当社持分相当額を匿名組合損

益として処理し営業外収益（雑収

入）に計上しております。
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会計方針の変更

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）

 ──────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 　当中間会計期間から「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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第

５号)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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適

用指針第８号)を適用しております。

 　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は52,392百万円であります。

 　また、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。

 ──────────

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）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間末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投資事業有限責任組合等に係る

出資（前中間会計期間末58百万円、当中間会計期間末58百

万円）は、証券取引法の有価証券の定義規定の改正により、

前事業年度末より「投資有価証券」に含めて表示しており

ます。

 

　──────────

　前中間会計期間末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「関係会社長期貸付金」（前中

間会計期間末1,600百万円）は、資産の総額の100分の５を

超えたため、当中間会計期間末より独立掲記しております。

　──────────
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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．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額 ※１．有形固定資産減価償却累計額

3,422百万円 3,585百万円 3,667百万円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。

（イ）担保に供している資産 （イ）担保に供している資産 （イ）担保に供している資産

科目 金額（百万円）

現金及び預金
（定期預金）

573

営業貸付金 32,820

建物 1,170

構築物 2

土地 4,527

投資有価証券 438

計 39,533

科目 金額（百万円）

現金及び預金
（定期預金）

573

営業貸付金 10,763

建物 1,076

構築物 2

土地 4,469

投資有価証券 334

計 17,220

科目 金額（百万円）

現金及び預金
（定期預金）

573

営業貸付金 17,510

建物 1,155

構築物 2

土地 4,527

投資有価証券 672

計 24,442

（ロ）上記に対応する債務 （ロ）上記に対応する債務 （ロ）上記に対応する債務

科目 金額（百万円）

短期借入金 500

１年内返済予定の
長期借入金

16,089

長期借入金 17,241

計 33,831

科目 金額（百万円）

短期借入金 3,000

１年内返済予定の
長期借入金

6,326

長期借入金 4,822

計 14,149

科目 金額（百万円）

短期借入金 3,000

１年内返済予定の
長期借入金

10,266

長期借入金 7,685

計 20,951

※３．消費者向無担保ローン残高 ※３．消費者向無担保ローン残高 ※３．消費者向無担保ローン残高

85,044百万円 72,436百万円 76,841百万円

　４．偶発債務

　下記関係会社のリース債務について

次のとおり保証を行っております。

　４．偶発債務

　下記関係会社のリース債務について

次のとおり保証を行っております。

　４．偶発債務

　下記関係会社のリース債務について

次のとおり保証を行っております。

株式会社アルコ

 

 

222百万円 株式会社アルコ

 

 

167百万円 株式会社アルコ

 

 

194百万円

※５．当社が所有する営業貸付金の一部を信

託し、その受益権を第三者に譲渡した

ことによりオフバランスとなった営業

貸付金の残高は、63,323百万円であり

ます。

※５．当社が所有する営業貸付金の一部を信

託し、その受益権を第三者に譲渡した

ことによりオフバランスとなった営業

貸付金の残高は、57,798百万円であり

ます。

※５．当社が所有する営業貸付金の一部を信

託し、その受益権を第三者に譲渡した

ことによりオフバランスとなった営業

貸付金の残高は、61,006百万円であり

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）

※６．不良債権（営業貸付金、延滞営業債権） ※６．不良債権（営業貸付金、延滞営業債権） ※６．不良債権（営業貸付金、延滞営業債権）

区分 金額（百万円）

破綻先債権 1

延滞債権 51

三カ月以上延滞債権 2,115

貸出条件緩和債権 8,537

計 10,706

区分 金額（百万円）

破綻先債権 2

延滞債権 46

三カ月以上延滞債権 2,867

貸出条件緩和債権 6,254

計 9,170

区分 金額（百万円）

破綻先債権 3

延滞債権 60

三カ月以上延滞債権 1,916

貸出条件緩和債権 6,401

計 8,381

(1）破綻先債権とは、元本又は利息の支払

い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、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又は同項第４号

に規定する事由に該当する貸付金であ

ります。

(1）　　　　　　同左 (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

(3）三カ月以上延滞債権とは、元本又は利

息の支払いが、約定支払日の翌日から

三カ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、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、

延滞債権及び三カ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

－ 50 －



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．営業貸付金に係るコミットメントライ

ン契約

　営業貸付金のうち143,196百万円は、

リボルビング契約（限度借入契約）に

よるものであります。

　同契約は、一定の利用限度額を決め

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

で繰返し貸出を行う契約であります。

　同契約に係る融資未実行残高は

100,018百万円であります。このうちに

は当中間会計期間末に残高のない顧客

に対する融資未実行残高が67,640百万

円含まれております。

　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。

　同契約には、顧客の信用状況の変化、

経済情勢の変化、その他相当の事由が

あるときは、利用限度枠の減額又は貸

出の中止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、契約後も定期的に契約の見直

し、与信保全上の措置等を講じており

ます。

　７．営業貸付金に係るコミットメントライ

ン契約

　営業貸付金のうち124,887百万円は、

リボルビング契約（限度借入契約）に

よるものであります。

　同契約は、一定の利用限度額を決め

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

で繰返し貸出を行う契約であります。

　同契約に係る融資未実行残高は

82,991百万円であります。このうちに

は当中間会計期間末に残高のない顧客

に対する融資未実行残高が54,597百万

円含まれております。

　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。

　同契約には、顧客の信用状況の変化、

経済情勢の変化、その他相当の事由が

あるときは、利用限度枠の減額又は貸

出の中止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、契約後も定期的に契約の見直

し、与信保全上の措置等を講じており

ます。

　７．営業貸付金に係るコミットメントライ

ン契約

　営業貸付金のうち143,196百万円は、

リボルビング契約（限度借入契約）に

よるものであります。

　同契約は、一定の利用限度額を決め

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

で繰返し貸出を行う契約であります。

　同契約に係る融資未実行残高は

104,274百万円であります。このうちに

は当事業年度末に残高のない顧客に対

する融資未実行残高が71,897百万円含

まれております。

　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。

　同契約には、顧客の信用状況の変化、

経済情勢の変化、その他相当の事由が

あるときは、利用限度枠の減額又は貸

出の中止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、契約後も定期的に契約の見直

し、与信保全上の措置等を講じており

ます。

　８．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。

　当中間会計期間末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 20,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 17,000百万円

　８．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため新生銀行と当座貸越契

約を締結しております。

　当中間会計期間末における当座貸越

契約に係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 25,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 22,000百万円

　８．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため新生銀行と当座貸越契

約を締結しております。

　前事業年度末における当座貸越契約

に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

当座貸越極度額 25,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 22,000百万円
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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．営業外収益のうち主要な項目 ※１．営業外収益のうち主要な項目 ※１．営業外収益のうち主要な項目

受取利息 186百万円

受取賃貸料 66百万円

受取利息 207百万円

受取賃貸料 71百万円

受取利息 409百万円

受取賃貸料 136百万円

※２．営業外費用のうち主要な項目 ※２．営業外費用のうち主要な項目 ※２．営業外費用のうち主要な項目

支払利息 173百万円

社債利息 23百万円

支払利息 131百万円

社債利息 24百万円

支払利息 312百万円

社債利息 46百万円

※３．特別利益のうち主要な項目 ※３．特別利益のうち主要な項目 ※３．特別利益のうち主要な項目

固定資産売却益 62百万円

関係会社株式売却益 342百万円

固定資産売却益 24百万円

訴訟和解返還金 232百万円

固定資産売却益 96百万円

関係会社株式売却益 342百万円

※４．特別損失のうち主要な項目 ※４．特別損失のうち主要な項目 ※４．特別損失のうち主要な項目

固定資産除却損 16百万円

関係会社株式売却損 38百万円

長期前払費用償却 92百万円

固定資産除却損 48百万円

固定資産売却損 24百万円

関係会社株式評価損 1,604百万円

利息返還損失関連費用

（内訳）
11,402百万円

利息返還損失引当

金繰入額
4,753百万円

貸倒引当金繰入額 6,649百万円

特別退職加算金 556百万円

固定資産除却損 42百万円

関係会社株式売却損 38百万円

長期前払費用償却 92百万円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 196百万円

無形固定資産 289百万円

有形固定資産 263百万円

無形固定資産 354百万円

有形固定資産 525百万円

無形固定資産 605百万円

（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

（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） 1,940 20 － 1,960

合計 1,940 20 － 1,960

 （注）増加は単元未満株式の買取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　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．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)

有形固定資産 3,447 1,911 1,536

無形固定資産 5,098 2,695 2,402

合計 8,546 4,607 3,938

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)

有形固定資産 3,213 1,576 1,637

無形固定資産 5,023 3,701 1,322

合計 8,237 5,277 2,960

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)

有形固定資産 3,386 1,624 1,761

無形固定資産 5,071 3,214 1,857

合計 8,457 4,838 3,619

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,724百万円

１年超 2,348百万円

合計 4,072百万円

１年内 1,671百万円

１年超 1,391百万円

合計 3,063百万円

１年内 1,735百万円

１年超 2,003百万円

合計 3,739百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 997百万円

減価償却費相当額 925百万円

支払利息相当額 67百万円

支払リース料 948百万円

減価償却費相当額 883百万円

支払利息相当額 47百万円

支払リース料 1,977百万円

減価償却費相当額 1,837百万円

支払利息相当額 128百万円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

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減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

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

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 0百万円

合計 3百万円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

１年内 0百万円

合計 0百万円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1百万円

合計 1百万円
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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のいずれにおいても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  959円36銭

１株当たり中間純利益金

額
  42円51銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額につきましては、当中間会計期

間末において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   737円78銭

１株当たり中間純損失金

額
 220円04銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額につきましては、１株当たり中

間純損失であり、また、当中間会計期

間末において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 975円39銭

１株当たり当期純利益金

額
59円43銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額につきましては、当事業年度末

において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）

 中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円）
2,987 △15,463 4,189

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 13

 （うち利益処分による役員賞与金） － － 13

 普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）

2,987 △15,463 4,176

 期中平均株式数（千株） 70,275 70,275 70,275
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（重要な後発事象）

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）

 ──────────  （子会社との合併について）

 　当社は平成18年10月１日付で当社の100％

子会社である株式会社アルコ（連結子会社）

を吸収合併いたしました。

 　吸収合併について具体的内容は、以下のと

おりです。

 (1）合併の目的

 　株式会社アルコは平成16年より消費者向け

保証人付ローンおよび不動産担保ローン事業

を行ってまいりましたが、消費者金融業界を

取り巻く環境の変化に対応し、当社のお客様

に対するサービス提供のスピードアップとと

もに当社グループの業務効率向上を図るべく、

その事業を当社に移管したものです。

 (2）合併の方式

 　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株

式会社アルコは解散しました。

 (3）合併比率および合併交付金

 　当社は株式会社アルコの全株式を所有して

おり、吸収合併に際して、その株式に対価を

交付しておりません。

 (4）被合併会社の概要

 （平成18年９月30日現在）

商号 株式会社アルコ(被合併会社)

（1）事業内容 　消費者金融業

（2）営業収益 513百万円

（3）経常利益 146百万円

（4）当期純損失 5百万円

（5）資本金 350百万円

（6）純資産 177百万円

（7）総資産 5,326百万円

 ──────────
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７．営業実績
（1）営業収益の状況

（単位：百万円）

科目

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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％  ％   

営業貸付金利息 13,690 53.6 12,574 54.6 27,990 55.5

 消費者向営業貸付金利息 9,978 39.1 8,909 38.7 19,988 39.6

  無担保ローン利息 9,937 38.9 8,883 38.6 19,915 39.5

  有担保ローン利息 40 0.2 25 0.1 72 0.1

 事業者向営業貸付金利息 3,712 14.5 3,664 15.9 8,002 15.8

  証書貸付利息 24 0.1 11 0.1 43 0.1

  ノーローンビジネス利息 3,665 14.3 3,648 15.8 7,927 15.7

  有担保貸付利息 21 0.1 5 0.0 31 0.0

信託受益権分配金 11,080 43.4 9,868 42.8 21,134 41.9

その他 757 3.0 608 2.6 1,375 2.7

合計 25,528 100.0 23,051 100.0 50,500 100.0

　（注）１．その他には、預金利息、受取手数料、償却債権取立益等が含まれております。

２．各区分の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（2）商品別貸付金の残高状況

（単位：百万円）

科目

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）

件数 金額 構成比 件数 金額 構成比 件数 金額 構成比

件  ％ 件  ％ 件  ％

消費者向営業貸付

金
316,137 144,853 68.3 280,482 130,038 69.3 295,832 136,823 68.6

 無担保ローン 315,933 144,254 68.1 280,330 129,614 69.1 295,661 136,331 68.2

 有担保ローン 212 598 0.2 158 424 0.2 179 492 0.2

事業者向営業貸付

金
51,325 67,074 31.7 43,019 57,537 30.7 47,373 62,648 31.4

 証書貸付 1,564 988 0.5 845 478 0.3 1,124 647 0.3

 
ノーローンビジ

ネス
49,744 65,770 31.0 42,164 56,989 30.4 46,237 61,852 31.0

 有担保貸付 18 314 0.2 11 69 0.0 13 148 0.1

合計 367,405 211,927 100.0 323,483 187,576 100.0 343,178 199,472 100.0

　（注）１．件数は顧客数であり、一部の顧客については、複数の商品を利用しているため、各区分の件数の合計は合計

件数に一致しておりません。

　　　　２．貸付債権を信託し、その受益権を第三者に譲渡することによってオフバランスとなった営業貸付金残高（前

中間会計期間末63,323百万円、当中間会計期間末57,798百万円、前事業年度末61,006百万円）を含んでおり

ます。
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	(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。:    (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。                                      


