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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）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9月中間期 13,876 32.0 1,051 △60.5 628 △81.0

17年9月中間期 10,510 22.7 2,659 158.9 3,303 86.1

18年3月期 22,655 6,027 7,000

中間（当期）純利益
1株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後1株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 △14,290 － △130 04 － －

17年9月中間期 △25,639 － △230 56 － －

18年3月期 △24,956 △225 75 － －
（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円

      ②期中平均株式数 18年9月中間期 109,890,971株 17年9月中間期 111,208,445株 18年3月期 110,551,675株

③会計処理の方法の変更 無

④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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 205,465 70,181 34.2 638 65

17年9月中間期 258,732 83,788 32.4 762 46

18年3月期 256,498 84,493 32.9 768 89
（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 109,890,906株 17年9月中間期 109,891,481株 18年3月期 109,891,119株

②期末自己株式数 18年9月中間期 4,216,540株 17年9月中間期 4,215,965株 18年3月期 4,216,327株

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 8,690 △569 △18,775 25,319

17年9月中間期 － － － －

18年3月期 － － － －

 (注)平成18年3月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を作成しておりません。したがっ

て、個別財務諸表におけるキャッシュ・フローの状況は、当期より記載しております。

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 26,500 1,200 △14,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　　△127円40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 0 0 0

19年3月期（実績） 0 －  
019年3月期（予想） － 0

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団等の状況
　当社は、平成18年4月1日に全額出資子会社を吸収合併いたしましたので、企業集団を構成しておりません。当社の主

要業務は、事業資金の貸付（手形貸付、証書貸付）、商業手形の割引および不動産の賃貸業務です。

２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社は、昭和45年設立以来、銀行の融資活動を補完する中小企業育成機関として、日本経済の礎である中小企業に

安定した資金の提供を行ってまいりました。また、さらなる成長を期して平成14年11月に社名変更し、「お客様の末

永い繁栄」を経営理念として事業を展開しております。

２．会社の利益分配に関する基本方針

　当社は、株主の利益を最も重要な課題の一つと考えて経営にあたってまいりました。この方針のもとに、配当につ

きましては、安定配当を基本としておりますが、当中間期につきましては、後述のとおり、多額の損失計上となりま

したので、当期末の期末配当金は、中間期同様、見送りとさせていただくこととなりました。今後は、抜本的な経営

改革に取り組み、復配できるよう業績の向上に努めてまいります。

３．目標とする経営指標

　経営指標といたしましては、収益力強化の指標として営業収益経常利益率、株主価値向上の指標としてＲＯＥを重

視しております。

４．中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

　当業界におきましては、近い将来に貸金業関連法の改正が予定されており、とりわけ出資法の上限金利の見直しに

よる影響は、当社の業績に大きな影響を及ぼすものと認識しております。当社では、このような課題に迅速かつ的確

に対応し、コンプライアンスの一層の徹底を前提とした収益力の強化と事業者金融会社としての社会的責任の遂行に

よって、企業価値の向上に取り組んでまいります。

　主力となる金融事業におきましては、営業力の強化および経営の効率化を推進する一方、リスク管理体制の強化、

多様なニーズに対応した商品・サービスの提供、財務基盤の安定等を通じて、信頼される企業を目指すとともに、中

長期的な成長基盤の構築に努めてまいります。

　当社は、長期的・持続的成長を目指して、次のとおり対処してまいります。

　(1) 商品戦略

　①「商業手形割引」においては、厳格なリスク管理により、新規顧客の獲得ならびに残高の増加に注力してまい

ります。平成18年9月には、大都市圏における商業手形割引の推進および優良顧客層の開拓を目的とした「フィ

ナンシャルプラザ東京」および「フィナンシャルプラザ大阪」を開設し、割引利率の多様化等により、幅広い

顧客層の獲得に注力してまいります。

　②「手形貸付」においては、小口貸付によるリスク分散を基本方針とし、優良な貸出資産の拡大と新規顧客数の

増加を図ってまいります。平成18年8月より、新規顧客層の獲得を目的とした「ビジネスローンＡ（エース）」

の販売を開始し、また10月には既存顧客向けの優遇金利商品の取扱いを開始しました。今後も上限金利の引下

げを視野に入れて、商品の多様化を進めてまいります。

　③「証書貸付」については、これまでの自由返済方式にかわり、元利均等返済方式の証書貸付の販売を本格的に

開始しております。今後については、手形貸付同様、リスク分散を基本としながら、途上与信管理に注力し、

債権の良質化を図ってまいります。

　(2) 営業効率の向上

　　新規営業を担うコールセンターは、本年9月に秋田、長崎、北九州の3箇所の開設をもって、全国14箇所で稼動

しています。コールセンター機能の充実により、新規顧客数の増加、効率的な営業を推進しておりますが、今後

については、全国の営業拠点（58支店）と本格的に運用を開始した「営業支援システム」との連携を強化し、さ

らに営業力の強化、営業効率の向上を進めてまいります。

(3) 信用リスク管理の強化

　　新規貸出に対する与信管理の強化とともに、長期の貸出である証書貸付に対する途上与信管理の強化を図って

まいります。特に、信用リスクの多面的な分析を行う為の専門部署「信用リスク調査部」を平成18年5月に設置し、
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一層の審査効率の向上と厳格化を進めております。 

(4) 資金調達力の強化

　　お客様に対しまして、安定して資金を提供できるよう、調達先・調達方法の多様化による資金調達力の強化を

図っております。 

(5) 基幹システムの再構築

　　経営効率の向上および変化対応力を強化し、さらなるローコストオペレーションを実現するために基幹システ

ムの再構築をすすめます。また、それら社内インフラを整備し、業務改革を推進する一方、多様なニーズに対応

した商品、サービスの開発、与信管理の強化を実現し、経営効率の向上、経営資源の最適配分を図ってまいりま

す。

５．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　当中間期におけるわが国経済は、確実に回復基調を強め、当社の顧客層である中小企業の経営環境も改善してきて

おります。 

　このような状況下にあって、当社は、経営資源の集中による一層の効率化と、債権管理回収力の強化を図るため、

全額出資子会社であった日本信用保証株式会社を平成18年4月1日にて吸収合併し、経営の効率化を図りました。また、

営業面においては、「フィナンシャルプラザ東京」および「フィナンシャルプラザ大阪」を設置し、コールセンター

も3箇所新設し、営業力の強化および効率化を推進してまいりました。これにより、顧客数の増加、営業収益の増加を

実現し、経常利益については、ほぼ予定通りの進捗となりました。

 しかしながら、日本公認会計士協会が平成18年10月13日に公表した「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」の適用に基づき、特別損失に係争関係損失引当金の積増しを行いまし

た。この積増しは、同協会が平成18年3月15日に公表した「「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点」に基づく係争関係損失引当金の計上方法の

変更を行ったものであります。また、この大幅な損失の発生により、繰延税金資産を取崩すことといたしました。 

 当中間期の貸出面につきましては、営業貸付金133,514百万円、商業手形残高29,749百万円、当中間期の貸出金残高

は163,263百万円となりました。利益面につきましては、この係争関係損失引当金を見直した結果、特別利益に貸倒引

当金戻入益2,487百万円、特別損失に係争関係損失引当金繰入額11,306百万円を計上することといたしました。その他、

特別利益におきまして、新株予約権（第1回、第2回のＡ種新株予約権ならびに第1回、第2回のＢ種新株予約権）消却

による消却益を672百万円の計上、特別損失におきまして、第1回、第2回の2014年満期ユーロ円普通社債の繰上償還総

額18,000百万円により、社債発行差金償却625百万円および社債発行費償却49百万円の計上をいたしました。加えて、

貸金業に係る関連法の改正案が提示されたことに伴い今後の業績への影響を保守的に踏まえて繰延税金資産を取崩し

たことにより法人税等調整額に6,071百万円を計上いたしました。これらの結果、当中間期の営業収益は、13,876百万

円、営業利益1,051百万円、経常利益628百万円、中間純損失14,290百万円（前期は、中間純損失25,639百万円）とな

りました。 

 なお、平成18年3月期までは、連結で報告しておりましたが、連結子会社（100％出資）を当社に吸収合併したため、

営業収益、営業利益および経常利益において、前期単体との業績比較は歪みが生じることから、前年同期比の記載は

省略しております。

２．財政状態に関する概況

　当中間期末における総資産は205,465百万円となり、前期末に比べて51,033百万円減少しました。総資産の減少の主

な要因は、子会社吸収合併による関係会社損失引当金の取崩44,835百万円および中間純損失14,290百万円の計上によ

るものであります。 

  

 　キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果増加した資金は8,690百万円となりました。この主な要因は、債権流動化による借入金の増加や

係争関係損失引当金増加が、営業貸付金の増加や税引前中間純損失の減少要因を上回ったことによるものです。
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②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果減少した資金は569百万円となりました。この主な要因は、主に将来の不動産収入を見据えた設

備投資による有形固定資産の取得によるものです。 

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　 財務活動の結果減少した資金は18,775百万円となりました。これは、第1回・第2回の2014年満期ユーロ円普通

社債の繰上償還を行ったことによるものです。

　この結果、当中間期末における現金及び現金同等物は、子会社との合併による現金及び現金同等物の受入1,229

百万円もあって、前期末より9,425百万円減少の25,319百万円となりました。

３．通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、景気は底堅く推移していくものと思われ、当社の顧客層である中小企業の資金ニー

ズに積極的に応えてまいる所存であります。しかしながら、営業貸付金利息が当初計画を下回ることに加え、係争関

係損失引当金の積増等により、当初の業績予想を変更し、営業収益26,500百万円、経常利益1,200百万円、当期純損失

14,000百万円を見込んでおります。

４．事業等のリスク

　当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 なお、文中における将来

に関する事項は、当中間決算発表日（平成18年11月17日）現在において当社が判断したものであります。

(1)法律改正・規制変更に伴うリスク

　当社は、現時点において適用される法律、規制等に従って業務を行っております。将来における法律・規則・

会計制度・税制等の変更によっては、当社の業務や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2)貸金業規制法の業務規制に係るリスク

　貸金業者は、貸金業規制法の適用により、過剰貸付の禁止、貸付条件の掲示、取立て行為の規制等、各種の業

務規制を受けておりますが、同法においては、違反時の処分として、業務停止処分や貸金業登録の取消等の行政

処分及び罰則の適用が規定されております。当社では、これらに違反する行為を未然に防止するために、コンプ

ライアンスの徹底および内部管理体制の強化に努めておりますが、違反が発生した場合には、行政処分または罰

則の適用により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3)貸付金利の規制等に係るリスク

　貸付金利につきましては、出資法により年29.2％に規制されております。当社は、出資法上の上限金利以下の

金利を上限として貸付を行っておりますが、現在、出資法を含む貸金業関連法の改正が議論されており、法律の

改正がなされ、出資法の上限金利が現行より低い水準に引き下げられた場合には、当社の事業および業績に影響

を及ぼす可能性があります。

(4)利息返還損失増加に係るリスク

　当社の貸付金利は、利息制限法に定められた制限利率を超過する部分があります。この制限超過利息について

は、貸金業規制法第43条において、利息として任意に支払った額が利息制限法所定の利率を超過する場合であっ

ても、一定の要件を充たした場合には、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と規定されており、制限超過利息

の返還は生じませんが、同条の規定については最高裁判所の判決により厳格な運用が求められており、同条の適

用が否定される場合があることから、この制限超過部分の返還に係る訴訟等が増加し、業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(5)貸付債権に係るリスク

　当社は、厳格に信用リスク管理を行っておりますが、市場の景気後退等による顧客の経営状況の悪化から、不

良債権が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6)資金調達および資金調達費用に係るリスク

当社は、銀行からの借入金による資金調達を中心に、債権の流動化、社債の発行、シンジケーションなどの方

法により調達先・調達方法の多様化を図っております。また、金利変動リスクに備え、金利スワップ等を活用し

市場金利の上昇に対するヘッジを行っております。

　しかしながら、資金調達については、一定の財務制限条項または早期償還事由が付されている場合があり、当

該事由に抵触した場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。また、当社の信用力の低下等に

より貸付資金の調達が困難となった場合、または市場金利の上昇により、資金調達費用が増加した場合には、業

績に影響を及ぼす可能性があります。
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(7)顧客情報の漏洩に係るリスク

　当社は、顧客情報及び個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護法その他関係法令に基づく措置として、

端末セキュリティーの強化、委託先や従業者の監督等、適切な安全管理措置を講じておりますが、外部ネットワー

クからの不正アクセス、盗難等の犯罪やハードウェアまたはソフトウェアの欠陥、さらには従業者の過誤等によ

り、顧客情報が外部に流出し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)競争激化に係るリスク

　当社は、中小企業向け融資業務については、対象とする顧客先についてのリスク判断や不良債権の回収などの

ノウハウが必要であり、他業態からの参入は少なからず困難を伴うものと考えておりますが、新規参入により競

争が激化し、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、将来の貸付に係る上限金利の引き下げは、事業者金

融市場において、金融機関等とのすみ分けが崩れ、競合が激化することにより、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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４．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 48,430   25,319   34,744   

２　預け金 ※2.3 17,908   18,464   17,430   

３　受取手形 ※4 5,736   5,811   5,331   

４　商業手形
※2.3

6.7
20,525   29,749   21,268   

５　営業貸付金
※2.3
5.6

84,122   133,514   94,835   

６　繰延税金資産  549   －   961   

７　その他  3,043   1,476   3,348   

８　貸倒引当金  △1,758   △32,383   △3,095   

流動資産合計   178,558 69.0  181,953 88.5  174,825 68.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１　建物 ※1.2 －   12,214   12,523   

２　土地 ※2 7,882   7,950   7,903   

３　その他 ※1 12,001   638   333   

有形固定資産合
計

  19,884 7.7  20,803 10.1  20,760 8.1

(2）無形固定資産   292 0.1  447 0.2  321 0.1

(3）投資その他の資産           

１　関係会社長期貸
付金

 49,550   －   52,550   

２　繰延税金資産  5,521   －   5,087   

３　その他  3,372   1,934   1,722   

投資その他の資
産合計

  58,444 22.6  1,934 1.0  59,360 23.1

固定資産合計   78,621 30.4  23,185 11.3  80,443 31.3

Ⅲ　繰延資産           

１　新株発行費  90   40   66   

２　新株予約権発行費  17   －   11   

３　社債発行費  476   112   309   

４　社債発行差金  968   173   842   

繰延資産合計   1,552 0.6  326 0.2  1,229 0.5

資産合計   258,732 100.0  205,465 100.0  256,498 100.0
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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 ※2.3 40,290   50,966   41,301   

２　一年以内に返済予
定の長期借入金

※2 14,645   16,496   15,453   

３　一年以内に償還予
定の社債

※2 800   900   800   

４　一年以内に償還予
定の新株予約権付
社債

※2 －   4,500   4,500   

５　未払法人税等  147   177   187   

６　賞与引当金  140   141   119   

７　係争関係損失引当
金

 9,123   5,566   4,600   

８　その他  5,581   4,544   5,432   

流動負債合計   70,729 27.3  83,292 40.5  72,394 28.2

Ⅱ　固定負債           

１　社債  25,900   5,000   23,500   

２　転換社債  408   408   408   

３　新株予約権付社債  17,557   13,057   13,057   

４　長期借入金 ※2 20,574   23,448   17,522   

５　関係会社損失引当
金

 39,514   －   44,835   

６　係争関係損失引当
金

 －   9,768   －   

７　その他  261   309   287   

固定負債合計   104,214 40.3  51,991 25.3  99,610 38.9

負債合計   174,943 67.6  135,283 65.8  172,005 67.1

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   59,609 23.0  － －  59,609 23.2

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  20,117   －   20,117   

２　その他資本剰余金           

(1）資本準備金減少
差益

 41,892   －   41,892   

資本剰余金合計   62,009 24.0  － －  62,009 24.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
理損失

 17,665   －   16,982   

利益剰余金合計   △17,665 △6.8  － －  △16,982 △6.6

Ⅳ　土地再評価差額金   △17,063 △6.6  － －  △17,063 △6.7

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  28 0.0  － －  51 0.0

Ⅵ　自己株式   △3,129 △1.2  － －  △3,130 △1.2

　資本合計   83,788 32.4  － －  84,493 32.9

　負債・資本合計   258,732 100.0  － －  256,498 100.0
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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   － －  59,609 29.0  － －

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  －   20,117   －   

(2）その他資本剰余
金

 －   24,909   －   

　資本剰余金合計   － －  45,026 21.9  － －

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

　　繰越利益剰余金  －   △14,346   －   

　利益剰余金合計   － －  △14,346 △7.0  － －

４　自己株式   － －  △3,130 △1.5  － －

　株主資本合計   － －  87,159 42.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  － －  30 0.0  － －

２　土地再評価差額金   － －  △17,008 △8.2  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △16,978 △8.2  － －

純資産合計   － －  70,181 34.2  － －

負債・純資産合計   － －  205,465 100.0  － －
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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　受取割引料  1,249   1,406   2,436   

２　受取利息  8,638   11,985   18,972   

３　銀行預金利息  0   0   0   

４　受入手数料  344   110   642   

５　不動産賃貸収入  278 10,510 100.0 373 13,876 100.0 604 22,655 100.0

Ⅱ　営業費用           

１　金融費用 ※1 1,419   1,524   2,911   

２　支払手数料  297   263   610   

３　支払保証料  217   －   1,371   

４　不動産賃貸原価  277 2,211 21.0 310 2,098 15.1 561 5,455 24.1

営業総利益   8,298 79.0  11,778 84.9  17,200 75.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※2  5,639 53.7  10,726 77.3  11,172 49.3

営業利益   2,659 25.3  1,051 7.6  6,027 26.6

Ⅳ　営業外収益 ※3  1,099 10.4  10 0.0  1,872 8.3

Ⅴ　営業外費用 ※4  454 4.3  433 3.1  899 4.0

経常利益   3,303 31.4  628 4.5  7,000 30.9

Ⅵ　特別利益 ※5  － －  3,160 22.8  5,444 24.0

Ⅶ　特別損失 ※6.7  19,202 182.7  11,985 86.4  27,626 121.9

税引前中間（当
期）純損失

  15,898 △151.3  8,196 △59.1  15,181 △67.0

法人税、住民税及
び事業税

 33   23   67   

法人税等調整額  9,707 9,741 92.7 6,071 6,094 43.9 9,707 9,775 43.2

中間（当期）純損
失

  25,639 △244.0  14,290 △103.0  24,956 △110.2

前期繰越利益   8,764   －   8,764  

土地再評価差額金
取崩額

  △790   －   △790  

中間（当期）未処
理損失

  17,665   －   16,982  
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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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計繰越利益

剰余金

平成18年3月31日残高

（百万円）
59,609 20,117 41,892 62,009 △16,982 △16,982 △3,130 101,506

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
   － △14,290 △14,290  △14,290

自己株式の取得（百万円）    －  － △0 △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
   － △55 △55  △55

その他資本剰余金の取崩しに

よる欠損填補（百万円）

（注）

  △16,982 △16,982 16,982 16,982  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

   －  －  －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △16,982 △16,982 2,636 2,636 △0 △14,346

平成18年9月30日残高

（百万円）
59,609 20,117 24,909 45,026 △14,346 △14,346 △3,130 87,159

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日残高

（百万円）
51 △17,063 △17,012 1,072 85,565

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
  －  △14,290

自己株式の取得（百万円）   －  △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
  －  △55

その他資本剰余金の取崩しに

よる欠損填補（百万円）

（注）

  －  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△21 55 34 △1,072 △1,037

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△21 55 34 △1,072 △15,383

平成18年9月30日残高

（百万円）
30 △17,008 △16,978 － 70,181

 （注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前中間純損失
（△）

 △8,196

減価償却費及び償却
費

 426

貸倒引当金の減少額  △2,513

賞与引当金の増加額  10

係争関係損失引当金
の増加額

 10,734

受取配当金  △1

支払利息  305

新株発行費償却  26

社債発行費償却  196

固定資産売却益  △0

投資有価証券売却益  △0

新株予約権消却益  △672

有形固定資産除却損  5

社債発行差金償却  625

預け金の増加額　  △1,034

受取手形の増加額  △480

商業手形の減少額  697

営業貸付金の増加額  △7,943

その他の流動資産の
増加額

 △165

商業手形流動化によ
る借入金の減少額

 △740

手形債権流動化によ
る借入金の増加額

 9,350

証書貸付債権流動化
による借入金の増加
額

 8,000

前受収益の増加額  268

その他  115

小計  9,011

配当金の受取額  1

利息の支払額  △269

法人税等の支払額  △53

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,690
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有形固定資産の取得
による支出

 △467

有形固定資産の売却
による収入

 23

無形固定資産の取得
による支出

 △99

投資有価証券の売却
による収入

 0

投資有価証券の取得
による支出

 △9

その他  △15

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △569

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の増減  1,055

長期借入れによる収
入

 7,120

長期借入金の返済に
よる支出

 △8,150

社債の償還による支
出

 △18,400

新株予約権の買入消
却による支出

 △400

自己株式の増減  △0

配当金の支払額  △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △18,775

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 △10,654

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 34,744

Ⅶ　合併による現金及び現
金同等物の受入

 1,229

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

※1 25,319
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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30日）

──────  当社は、当中間会計期間において、

14,290百万円の中間純損失を計上した

結果、前会計年度の当期純損失24,956

百万円計上に続き中間純損失を計上し

たことにより、継続企業の前提に重要

な疑義を抱かせる事象の存在に該当し

ています。しかしながら、この中間（当

期）純損失発生の主な理由は、前会計

年度においては、連結子会社（平成18

年4月1日吸収合併）が貸倒懸念債権等

の将来リスクをより厳格に見積り回収

不能額の算定方法を見直して貸倒引当

金の積増しを行ったことによる損失に

対し、当社において特別損失に関係会

社損失引当金21,778百万円を計上した

ことが主な原因によるものであり、当

中間会計期間においても、平成18年10

月13日の日本公認会計士協会による「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」が公表され当中間会計期

間より適用されたことに伴い、前会計

年度まで適用しておりました係争関係

損失引当金の計上方法等の変更を行っ

たことにより特別損失に係争関係損失

引当金繰入額11,306百万円を計上した

ことによるものであります。

──────

   当該事態は貸倒引当金および係争関

係損失引当金の計上方法の見直しなら

びに変更によるものであり、前会計年

度および当中間会計期間において経常

利益を計上していることからも、当社

は、今後の利益に経常的な影響を及ぼ

すものでないと判断しており、企業と

しての継続性に疑念がないものと考え

ております。

  当社は、連結子会社の吸収合併等の

組織再編や新商品の開発等により経営

改革を図ってまいりましたが、今後さ

らに、優良な貸出資産の増加に注力す

るとともに、営業体制・審査体制の強

化を図り、一層の財務体質の強化、更

なる経営効率化に取り組み、利益増加

を図ってまいります。

 

  従って、中間財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。
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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）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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

  

 また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

  

 (2）無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目

的）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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

貸金等の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。

なお、破綻先債権等のうち、

回収不能見込額として直接減

額している金額は、103百万円

であります。

(1）貸倒引当金

貸金等の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。

なお、破綻先債権等のうち、

回収不能見込額として直接減

額している金額は、13,075百

万円であります。

(1）貸倒引当金

貸金等の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。

なお、破綻先債権等のうち、回

収不能見込額として直接減額し

ている金額は、1,872百万円で

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）

  

 

 

（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、係争関係損失引当金とし

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に

係る債権に対応する部分2,487

百万円については、貸倒引当

金戻入益として特別利益に計

上しております。

 

 

 

 (2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、2,048百

万円であります。

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、175百万

円であります。

（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」に従って係争関係損失

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15,906

百万円と従来の見積方法に基づ

く引当金計上額4,600百万円と

の差額11,306百万円を係争関

係損失引当金繰入額として特別

損失に計上しております。

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失

に備えるため、係争の妥結に

伴い将来に発生が見込まれる

利息の返還額を計上しており

ます。

（追加情報） 

日本公認会計士協会が平成18年

3月15日に公表した「「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点」を

踏まえ、当期より従来の係争関

係損失引当金のうち係争の妥結

に伴い将来に発生が見込まれる

利息の返還額を係争関係損失引

当金として計上することといた

しました。 

なお、従来の係争関係損失引当

金のうち、当社及び子会社の債

権に対応する部分については、

係争関係損失引当金を取崩し、

特別利益として5,368百万円計

上しております。同金額のうち

当社の債権に対応する部分につ

いては、貸倒引当金として貸倒

引当金繰入額を3,015百万円、

また子会社の債権に対応する部

分については、関係会社損失引

当金繰入額の増加として2,353

百万円をそれぞれ特別損失に計

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）

 (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。

(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。

なお、当中間会計期間末におい

ては、年金資産残高が退職給付

債務を上回ったため、前払年金

費用を投資その他の資産「その

他」に含めて計上しておりま

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計

上しております。

数理計算上の差異については、

発生年度に全額を費用処理して

おります。

なお、当期末においては、年金

資産残高が退職給付債務を上

回ったため、前払年金費用を投

資その他の資産「その他」に含

めて計上しております。 

  

 

 

 

（会計方針の変更） 

当期より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会

計基準第3号　平成17年3月16

日）及び「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正に関する適

用指針」（企業会計基準適用指

針第7号　平成17年3月16日）

を適用しております。これによ

り営業利益、経常利益は109百

万円増加し、税引前当期純損失

は同額減少しております。

 (5）関係会社損失引当金

関係会社の債務超過額相当分を

解消するための負担見込額を計

上しております。

(5） ───── (5）関係会社損失引当金

関係会社の債務超過額相当分を

解消するための負担見込額を計

上しております。

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。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップについて、

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 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  　借入金

同左 同左

 (3）ヘッジ方針

当社の内部規程である「デリバ

ティブ取引取扱規程」に基づき、

金利変動リスクをヘッジしてお

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

ヘッジ手段の想定元本等とヘッ

ジ対象の元本等が一致しており、

金利スワップの特例処理の要件

に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定

に代えております。

(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
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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）

６　中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

───── 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。

─────

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）営業収益の計上基準

営業収益のうち顧客より受領し

た割引料、利息及び手数料に関

しては、時の経過に応じて、収

益を計上しております。

(1）営業収益の計上基準

同左

(1）営業収益の計上基準

同左

 (2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

新株発行費は、商法の規定す

る最長期間（3年間）で毎期

均等額の償却を行っておりま

す。

(2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

新株発行費は、旧商法の規定

する最長期間（3年間）で毎

期均等額の償却を行っており

ます。

(2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

新株発行費は、商法の規定す

る最長期間（3年間）で毎期

均等額の償却を行っておりま

す。

 ②　新株予約権発行費

新株予約権発行費は、商法の

規定する最長期間（3年間）

で毎期均等額の償却を行って

おります。

②　新株予約権発行費

新株予約権発行費は、旧商法

の規定する最長期間（3年

間）で毎期均等額の償却を

行っております。

②　新株予約権発行費

新株予約権発行費は、商法の

規定する最長期間（3年間）

で毎期均等額の償却を行って

おります。

 ③　社債発行費

社債発行費は、社債の償還期

限又は商法に規定する最長期

間（3年間）のいずれか短い

期間で毎期均等額の償却を

行っております。

③　社債発行費

社債発行費は、社債の償還期

限又は旧商法に規定する最長

期間（3年間）のいずれか短

い期間で毎期均等額の償却を

行っております。

なお、当中間会計期間におい

て社債権者の請求により全額

を繰上償還した社債に係る発

行費は、一括償却し、特別損

失に計上しております。

③　社債発行費

社債発行費は、社債の償還期

限又は商法に規定する最長期

間（3年間）のいずれか短い

期間で毎期均等額の償却を

行っております。

 ④　社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期

間において均等額の償却を

行っております。

④　社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期

間において均等額の償却を

行っております。

なお、当中間会計期間におい

て社債権者の請求により繰上

償還した社債に係る発行差金

は、一括償却し、特別損失に

計上しております。

④　社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期

間において均等額の償却を

行っております。

なお、当期において買入消却

した社債に係る発行差金は、

一括償却し、特別損失に計上

しております。

 (3）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。

但し、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産

の「その他」に計上し、5年間

で均等償却を行っております。

(3）消費税等の会計処理

同左

(3）消費税等の会計処理

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） 

　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。

これにより税引前中間純損失は1,071百万円増

加しております。

 

　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。

─────

─────

（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は70,181百万円であります。

　また、中間財務諸表規則の改正により、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） 

 当期より、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、税引前当期純損失は1,057百万円

増加しております。

  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。

─────

───── （企業結合に係る会計基準等） 

　当中間会計期間から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

第7号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適

用指針第10号」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。

─────

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） 

 前中間会計期間において有形固定資産の「その他」に含めて表示して

おりました「建物」（前中間会計期間　11,523百万円）については、

資産総額の100分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記し

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  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額

     9,226百万円           9,918百万円           9,558百万円

※２  担保資産 ※２  担保資産 ※２  担保資産

イ　担保提供資産 イ　担保提供資産 イ　担保提供資産

預金      4,252百万円

預け金 116

商業手形 17,159

営業貸付金 39,342

有形固定資産

その他
10,206

土地 7,071

計 78,148

預金         4,335百万円

預け金 224

商業手形 17,788

営業貸付金 55,270

建物 9,343

土地 5,726

計 92,689

預金         4,488百万円

預け金 127

商業手形 17,845

営業貸付金 36,567

建物 9,578

土地 6,032

計 74,639

ロ　対応債務 ロ　対応債務 ロ　対応債務

短期借入金       40,290百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

10,012

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

800

社債

（銀行保証付

無担保社債）

900

長期借入金 10,321

計 62,324

短期借入金        50,366百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

9,911

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

900

長期借入金 14,983

計 76,161

短期借入金        41,301百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

10,094

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

800

社債

（銀行保証付

無担保社債）

500

長期借入金 7,399

計 60,095

また、上記以外の営業債権4,066百万

円について、債権譲渡予約契約を締

結しております。これに対応する債

務は、「長期借入金」3,696百万円で

あります。

また、上記以外の営業債権5,107百万

円について、債権譲渡予約契約を締

結しております。これに対応する債

務は、「短期借入金」600百万円、

「一年以内に返済予定の長期借入

金」1,431百万円、「長期借入金」

2,611百万円であります。

また、上記以外の営業債権4,425百万

円について、債権譲渡予約契約を締結

しております。これに対応する債務は、

「一年以内に返済予定の長期借入金」

1,041百万円、「長期借入金」2,981百

万円であります。

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,159百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形19,275百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,898百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,788百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形29,484百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,586百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,845百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形19,618百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,898百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）
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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）

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

(17,791百万円)につきましては、信用

補完その他の目的により留保されたも

のであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っております。

証書貸付債権の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡債権9,756百万円が含まれてお

ります。

また、上記の流動化に関連して生じま

した流動資産の「預け金」(18,240百万

円)につきましては、信用補完その他の

目的により留保されたものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っており、証書貸付債権の流

動化につきましては、ＤＢ信託株式会

社に信託譲渡する方式で行っておりま

す。

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

（17,302百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保された

ものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っております。

※４  受取手形は、保証付手形貸付の受取利息

等として受領した手形及び先日付小切手

であります。

※４  受取手形は、手形貸付の受取利息等と

して受領した手形及び先日付小切手で

あります。

※４　　　　　　　 同左

※５  営業貸付金の主な内訳 ※５　営業貸付金の主な内訳 ※５　営業貸付金の主な内訳

手形貸付       63,987百万円

証書貸付 20,134

手形貸付        99,222百万円

証書貸付 34,292

手形貸付        62,130百万円

証書貸付 32,705

※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権
(444)
444

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権
(642)
3,331

貸出条件緩和債権
(293)
2,117

合計
(1,379)
5,893

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 29,739

貸出条件緩和債権 18,853

合計 48,593

区分 金額(百万円)

破綻先債権
(723)
723

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権
(1,698)
4,329

貸出条件緩和債権
(167)
1,624

合計
(2,589)
6,677

（注）１ 破綻先債権とは、支払の遅延、その

他の事由により、債務者又は保証

人からの弁済の見込みがないもの

とした貸付金のうち、債務者に対

し法人税法施行令（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

号に規定する事由が生じているも

のであります。

（注）１　　　　　同左 （注）１　　　　　同左

２  延滞債権とは、（注1）に掲げる貸

付金のうち、破綻先債権以外のも

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

は利息の支払が約定支払日（期限

の利益を喪失した日を含みま

す。）の翌日から三カ月以上延滞

している貸付金（破綻先債権及び

延滞債権を除きます。）でありま

す。

３　　　　　同左 ３　　　　　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）

４　貸出条件緩和債権とは、債務者又

は保証人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、

元本の減免、債権放棄その他の債

務者又は保証人に有利となる取決

めを行った貸付金（破綻先債権、

延滞債権、三カ月以上延滞債権を

除きます。）であります。

４　　　　  同左 ４　　　　  同左

５（　）内は、内数で提出会社の連結

子会社である日本信用保証㈱の債

務保証が付されておりますので、

流動資産の「商業手形」と「営業

貸付金」に含まれております。

５　　　　───── ５（　）内は、内数で提出会社の連結

子会社である日本信用保証㈱の債

務保証が付されておりますので、

流動資産の「商業手形」と「営業

貸付金」に含まれております。

※７　　　　　 ───── ※７　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。

 なお、当中間会計期間末は金融機関の

休日であったため、1,975百万円の期末

日満期手形が、流動資産の「商業手形」

の当中間会計期間末残高に含まれてお

ります。

※７　　　　　　─────

－ 21 －



（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　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目

支払利息    697百万円

社債利息 202

支払手数料 310

支払利息       841百万円

社債利息 151

支払手数料 296

支払利息      1,513百万円

社債利息 380

支払手数料 581

※２　販売費及び一般管理費の主要項目 ※２　販売費及び一般管理費の主要項目 ※２　販売費及び一般管理費の主要項目

貸倒引当金繰入額    213百万円

給料手当 1,619

貸倒引当金繰入額      2,662百万円

係争関係損失引当金

繰入額

1,782

給料手当 1,919

貸倒引当金繰入額      452百万円

給料手当 3,314

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目 ※３　関係会社に対する事項

投資事業組合収益   158百万円

関係会社貸付金利息 874

受取配当金      1百万円 関係会社貸付金利息      1,776百万円

※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目

支払利息   10百万円

社債利息 296

新株発行費償却 25

社債発行費償却 94

支払利息     5百万円

社債利息 256

新株発行費償却 26

社債発行費償却 82

支払利息     17百万円

社債利息 596

新株発行費償却 52

社債発行費償却 188

※５　　　　　　───── ※５　特別利益の主要項目 ※５　特別利益の主要項目

新株予約権消却益       672百万円

貸倒引当金戻入益  2,487

固定資産売却益       23百万円

投資有価証券償還益  52

係争関係損失引当金

戻入益

 5,368

※６　特別損失の主要項目 ※６　特別損失の主要項目 ※６　特別損失の主要項目

固定資産処分損  157百万円

関係会社損失引当金

繰入額
16,457

関係会社株式評価損 1,499

減損損失 1,087

固定資産処分損      5百万円

社債発行差金償却       625

社債発行費償却  49

係争関係損失引当金

繰入額
11,306

固定資産処分損    170百万円

関係会社損失引当金

繰入額
21,778

関係会社株式評価損 1,499

社債発行差金償却 75

減損損失 1,087

貸倒引当金繰入額 3,015

※７　減損損失 ※７　　　　　───── ※７　減損損失

 当社は、以下の資産グループについて
減損損失を計上いたしました。

 当社は、以下の資産グループについて
減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類 金額（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等 304 

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
304 

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
310 

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
110 

京都市

左京区

その他の
設備（売
却予定） 

土地

建物等 
57 

当社は、営業用設備につきましては各

支店を、賃貸用設備、その他の設備に

つきましては、各資産をグルーピング

の最少単位としております。

当社は、平成14年3月期に「土地の再評

価に関する法律」に基づき事業用土地

の再評価を行っているため、時価が帳

簿価額を著しく下回っている重要な資

産グループはありませんが、収益性等

を考慮し回収可能価額を測定した結果、

回収可能価額が帳簿価額を下回る上記

資産グループについて、減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 金額（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等 304 

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
304 

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
310

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
110

京都市

左京区

その他の
設備 

土地

建物等 
57 

当社は、営業用設備につきましては各

支店を、賃貸用設備、その他の設備に

つきましては、各資産をグルーピング

の最少単位としております。

当社は、平成14年3月期に「土地の再評

価に関する法律」に基づき事業用土地

の再評価を行っているため、時価が帳

簿価額を著しく下回っている重要な資

産グループはありませんが、収益性等

を考慮し回収可能価額を測定した結果、

回収可能価額が帳簿価額を下回る上記

資産グループについて、減損損失を計

上しております。

－ 22 －



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）

減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。

土地  205百万円

建物等 881  

計 1,087

減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。

土地  205百万円

建物等  881

計 1,087

 

なお、上記資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却価額は不動産鑑定評価額に基

づいて算出しております。

なお、上記資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却価額は不動産鑑定評価額に基

づいて算出しております。

　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額 　７　減価償却実施額

有形固定資産    364百万円

無形固定資産 4

有形固定資産       388百万円

無形固定資産 13

有形固定資産       755百万円

無形固定資産 14

（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）

１．発行済株式に関する事項
 （単位：株）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 114,107,446 － － 114,107,446

２．自己株式に関する事項
 （単位：株）

 株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 4,216,327 213 － 4,216,540

 （変動事由の概要）

 増加数の内訳は、次のとおりであります。

 単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　213株

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間会計
期間末残高
（百万円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

Ａ種新株予約権 普通株式 2,880 － 2,880 － －

Ｂ種新株予約権 普通株式 1,477 － 1,477 － －

第2回Ａ種新株予約権 普通株式 2,109 － 2,109 － －

第2回Ｂ種新株予約権 普通株式 1,082 － 1,082 － －

2006年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債
普通株式 6,766 － － 6,766 4,500

2009年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債
普通株式 2,545 － － 2,545 1,557

2011年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債
普通株式 14,993 － － 14,993 11,500

 合計 － 31,855 － 7,550 31,855 17,557

 （注）「当中間会計期間減少」は買入消却によるものであります。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成18年9月30日現在）

現金及び預金勘定 25,319百万円

預入期間が3ヵ月を超え

る定期預金

－

現金及び現金同等物 25,319

（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）

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

に係る注記

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

に係る注記

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

に係る注記

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

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額    542百万円

減価償却累計額相当
額

365

中間期末残高相当額 177

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額       482百万円

減価償却累計額相当
額

278

中間期末残高相当額 203

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額       444百万円

減価償却累計額相当
額

239

期末残高相当額 204

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固定

資産の中間期末残高等に占める未経

過リース料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によってお

ります。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額の算定は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リー

ス料期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法によっております。

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年以内    96百万円

1年超 81

計 177

1年以内      109百万円

1年超 93

計 203

1年以内       99百万円

1年超 104

計 204

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

の算定は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、支払利

子込み法によっております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額の算

定は、有形固定資産の期末残高等に

占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっ

ております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料   77百万円

減価償却費相当額 77

支払リース料     58百万円

減価償却費相当額 58

支払リース料       142百万円

減価償却費相当額 142

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。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

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ないた

め、項目等の記載は省略しております。

同左 同左
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（有価証券関係）

（当中間会計期間末）（平成18年9月30日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 50 68 17

②　その他 181 203 22

計 231 271 40

　（注）　当該株式の減損にあたっては、当社におきまして、下記の合理的な社内基準をもちまして減損処理を行ってお

ります。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前中間期末、前期末及び当中間期末において、連続して30％以上の

下落率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

投資事業組合への出資 172

非上場株式（店頭売買株式を除く） 5

計 177
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（デリバティブ取引関係）

（当中間会計期間末）（平成18年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金利     

 キャップ取引    

 買建 3,000 0 △7

合計 － － △7

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（持分法損益等）

 （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）

 該当事項はありません。

（企業結合会計）

 （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）

 （共通支配下の取引関係）

１．企業結合の概要

 ①企業結合の目的

 当社は、経営資源の集中による一層の効率化と、貸出金の実行から回収までを一体的に管理することによる

管理回収力の強化を図るため、全額出資子会社である日本信用保証株式会社を、平成18年4月1日を合併期日と

して吸収合併いたしました。

 ②結合企業の名称及び事業内容

 名称

 日本信用保証株式会社

 事業内容

 当社の融資先に対する信用保証業務

 ③企業結合の法的形式等

 当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併による手続き）で、日本信用保証株式会社は解散いたしておりま

す。

 なお、全額出資子会社との合併でありますので、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは

行っておりません。

 また、合併期日（平成18年4月1日）において同社の資産・負債および権利義務の一切を引継いでおります。

２．実施した会計処理の概要

 企業結合に係る会計基準（平成15年10月31日企業会計審議会）及び「企業結合会計及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（平成17年12月27日企業会計基準委員会）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を

行っております。なお、本合併に伴い発生する抱合せ株式消滅差損44,835百万円については、関係会社損失引

当金戻入益44,835百万円と相殺消去しております。
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（1株当たり情報）

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 638.65円

1株当たり中間純損失 130.04円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
－円

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。

1株当たり純資産額 768.89円

1株当たり当期純損失 225.75円

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
－円

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　1株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
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）純損失

金額
  

中間（当期）純損失（百万円） 14,290 24,956

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る中間（当期）

純損失（百万円）
14,290 24,956

期中平均株式数（千株） 109,890 110,551

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中間

（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円、潜在株式の数

55千株）並びにＢ種新

株予約権（新株予約権

の数14,720個）及び第2

回Ｂ種新株予約権（新

株予約権の数 10,822

個）。

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円）並びにＢ種新

株予約権（新株予約権

の数14,720個）及び第2

回Ｂ種新株予約権（新

株予約権の数 10,822

個）。
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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）

  　平成17年10月24日開催の当社取締
役会において、当社の保有する保
証付証書貸付債権の流動化プログ
ラムによる資金調達を行うことを
決議しました。

 (1)流動化プログラムの方法

 当社の保有する保証付証書貸付債
権を、ドイツ信託銀行に信託譲渡
し、同行の発行する優先受益権を
当社はドイツ証券会社東京支店に
売却します。

(2) 流動化プロ

グラム金額

15,000百万円（信

託譲渡額の上限

額）

(3) 流動化プロ

グラムの期

間

平成17年11月30日

より約3年8ヵ月

(4) 資金使途 営業資金

    平成18年10月3日開催の当社取締役
会において2008年満期ユーロ円建
変動利付転換社債型新株予約権付
社債7,000百万円の発行を決議いた
しましたが、平成18年10月13日に
日本公認会計士協会から「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」の実務指針が示
されたことに伴い、その影響を確
認する必要があるため、平成18年
10月19日開催の当社取締役会にお
いて、当該新株予約権付社債の発
行を中止することを決議いたしま
した。

当社は、経営資源の集中とより一
層の効率化を図り、債権一体管理
によるさらなる強固な経営体制を
確立するため、当社の全額出資子
会社である日本信用保証株式会社
を平成18年4月1日付にて吸収合併
することとし、平成18年2月8日合
併契約を締結いたしました。
本合併は、簡易合併による手続き
にて行っておりますので、当社に
おいては、旧商法第413条ノ3の規
定により、株主総会での承認は省
略いたしております。また、日本
信用保証株式会社においては、平
成18年2月23日開催の臨時株主総会
にて承認を受けております。
合併契約の概要は次のとおりであ
ります。

(1)合併期日

平成18年4月1日

(2)合併の形式

当社を存続会社とする吸収合併で、
日本信用保証株式会社は解散いた
しております。なお、全額出資子
会社との合併でありますので、新
株式の発行、資本金の増加および
合併交付金の支払いは行っており
ません。

(3)財産の引継

合併期日において日本信用保証株
式会社の資産・負債および権利義
務の一切を引継いでおります。な
お、同社から引継いだ資産および
負債は次のとおりであります。

 （平成18年3月31日現在）

科目
金額

（百万円）
科目

金額

（百万円）

（資産の

部） 
 

（負債の

　部） 
 

現金及び

預金 
1,229

債務保証

損失引当

金 

6,439

求償債権 40,636
長期借入

金
52,550

その他

資産 
538

その他

負債 
1,766

貸倒引当

金 
△26,484

負債の部

合計 
60,755

資産の部

合計
15,919

差引正味

財産
△44,835

 （注）実施した会計処理の概要

本合併は、企業結合に係る会計基準
（平成15年10月31日企業会計審議
会）及び「企業結合会計及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として会
計処理を行っております。
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５．貸出金の状況（単体）
 （単位：百万円）

品目別

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

受取割引料

 ％  ％ ％

営業

収益

1,249

(1,249)

11.9

(10.1)

1,406

－

10.1

－

2,436

(2,436)

10.8

(9.5)

受取利息

手形貸付
7,637

(7,249)

72.7

(58.7)

7,470

－

53.9

－

14,472

(13,752)

63.9

(53.8)

証書貸付
1,000

(1,000)

9.5

(8.1)

4,515

－

32.5

－

4,500

(4,355)

19.8

(17.0)

小計
8,638

(8,249)

82.2

(66.8)

11,985

－

86.4

－

18,972

(18,107)

83.7

(70.8)

その他

預金利息
0

(0)

0.0

(0.0)

0

－

0.0

－

0

(0)

0.0

(0.0)

受入手数料
344

(122)

3.3

(1.0)

110

－

0.8

－

642

(227)

2.8

(0.9)

受入保証料
－

(2,472)

－

(20.0)

－

－

－

－

－

(4,226)

－

(16.5)

不動産賃貸料
278

(262)

2.6

(2.1)

373

－

2.7

－

604

(575)

2.7

(2.3)

小計
622

(2,857)

5.9

(23.1)

484

－

3.5

－

1,246

(5,029)

5.5

(19.7)

合計
10,510

(12,357)

100.0

(100.0)

13,876

－

100.0

－

22,655

(25,573)

100.0

(100.0)

融資

残高

商業手形割引
20,525

(30,141)

19.6

(21.2)

29,749

－

18.2

－

21,268

(30,446)

18.3

(19.5)

営業貸付金

手形貸付
63,987

(92,058)

61.2

(64.7)

99,222

－

60.8

－

62,130

(92,556)

53.5

(59.3)

証書貸付
20,134

(20,140)

19.2

(14.1)

34,292

－

21.0

－

32,705

(33,014)

28.2

(21.2)

小計
84,122

(112,199)

80.4

(78.8)

133,514

－

81.8

－

94,835

(125,570)

81.7

(80.5)

合計
104,647

(142,340)

100.0

(100.0)

163,263

－

100.0

－

116,104

(156,017)

100.0

(100.0)

 （注）平成18年4月1日に全額出資子会社を吸収合併しており、企業集団は当社1社でありますが、前期との比較容易性の

観点から、（　）内に連結の諸数値を記載しております。
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６．参考資料
  平成18年3月期まで連結財務諸表及びセグメント情報を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当期より

連結財務諸表及びセグメント情報を作成しておりません。したがって、当期より連結財務諸表及びセグメント情報を記載

しておりません。

中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金 ※2  48,575   35,973  

２　預け金 ※2.3  17,908   17,430  

３　受取手形 ※4  5,736   5,331  

４　商業手形
※2.3
6

 30,141   30,446  

５　営業貸付金
※2.3
5.6

 112,199   125,570  

６　繰延税金資産   549   961  

７　その他   1,061   1,311  

８　貸倒引当金   △26,152   △34,896  

流動資産合計   190,019 86.1  182,131 86.2

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１　建物及び構築物 ※1.2 11,554   12,586   

２　土地 ※2 7,882   7,903   

３　その他 ※1 453 19,890 9.0 276 20,766 9.8

(2）無形固定資産   299 0.1  328 0.2

(3）投資その他の資産        

１　繰延税金資産  5,521   5,087   

２　その他  3,483 9,005 4.1 1,841 6,929 3.3

固定資産合計   29,195 13.2  28,024 13.3

Ⅲ　繰延資産        

１　新株発行費   90   66  

２　新株予約権発行費   17   11  

３　社債発行費   476   309  

４　社債発行差金   968   842  

繰延資産合計   1,552 0.7  1,229 0.5

資産合計   220,767 100.0  211,385 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　短期借入金 ※2.3  40,290   41,301  

２　一年以内に返済予
定の長期借入金

※2  14,645   15,453  

３　一年以内に償還予
定の社債

※2  800   800  

４　一年以内に償還予
定の新株予約権付
社債

  －   4,500  

５　未払法人税等   169   193  

６　賞与引当金   166   131  

７　係争関係損失引当
金

  10,737   4,600  

８　その他   5,467   5,137  

流動負債合計   72,276 32.7  72,117 34.1

Ⅱ　固定負債        

１　社債 ※2  25,900   23,500  

２　転換社債   408   408  

３　新株予約権付社債   17,557   13,057  

４　長期借入金 ※2  20,574   17,522  

５　退職給付引当金   1   －  

６　その他   261   287  

固定負債合計   64,702 29.3  54,774 25.9

負債合計   136,978 62.0  126,891 60.0

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   59,609 27.0  59,609 28.2

Ⅱ　資本剰余金   62,009 28.1  62,009 29.3

Ⅲ　利益剰余金   △17,665 △8.0  △16,982 △8.0

Ⅳ　土地再評価差額金   △17,063 △7.7  △17,063 △8.1

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  28 0.0  51 0.0

Ⅵ　自己株式   △3,129 △1.4  △3,130 △1.4

　資本合計   83,788 38.0  84,493 40.0

　負債・資本合計   220,767 100.0  211,385 100.0
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中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（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
（％）

Ⅰ　営業収益        

１　受取割引料  1,249   2,436   

２　受取利息  8,249   18,107   

３　銀行預金利息  0   0   

４　受入手数料  122   227   

５　受入保証料  2,472   4,226   

６　不動産賃貸収入  262 12,357 100.0 575 25,573 100.0

Ⅱ　営業費用        

１　金融費用 ※1 1,419   2,911   

２　支払手数料  297   610   

３　不動産賃貸原価  273 1,990 16.1 553 4,076 15.9

営業総利益   10,366 83.9  21,497 84.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※2  23,283 188.4  33.105 129.5

営業損失   12,916 △104.5  11,608 △45.4

Ⅳ　営業外収益        

１　受取配当金  54   54   

２　投資事業組合収益  158   7   

３　雑収入  14 226 1.8 35 98 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  306   614   

２　新株発行費償却  25   52   

３　社債発行費償却  94   188   

４　雑損失  30 457 3.7 50 905 3.5

経常損失   13,146 △106.4  12,415 △48.5

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益  －   23   

２　投資有価証券売却
益

 －   0   

３　投資有価証券償還
益

 －   52   

４　係争関係損失引当
金戻入益

 － － － 7,489 7,565 29.6

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産処分損 ※3 157   171   

２　社債発行差金償却  －   75   

３　減損損失 ※4 1,087   1,087   

４　貸倒引当金繰入額  － 1,245 10.1 7,489 8,822 34.5

税金等調整前中間
（当期）純損失

  14,392 △116.5  13,673 △53.4

法人税、住民税及
び事業税  40   75   

法人税等調整額  9,707 9,747 78.9 9,707 9,783 38.3

中間（当期）純損
失

  24,139 △195.4  23,456 △91.7
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中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
連結剰余金計算書

（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） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   61,947  61,947

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株予約権付社債の
権利行使による新株
の発行

 62 62 62 62

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  62,009  62,009

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   7,822  7,822

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１　中間（当期）純損失  24,139  23,456  

２　配当金  557  557  

３　土地再評価差額金取
崩額

 790 25,488 790 24,805

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △17,665  △16,982
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前中間
（ 当 期 ） 純 損 失
（△）

 △14,392 △13,673

減価償却費及び償却
費

 391 815

減損損失  1,087 1,087

貸倒引当金の増加額  15,046 23,791

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 23 △11

係争関係損失引当金
の減少額

 △4,246 △10,383

受取配当金  △54 △54

支払利息  328 654

新株発行費償却  25 52

社債発行費償却  166 333

固定資産売却益  － △23

投資有価証券売却益  － △0

投資有価証券償還益  － △52

有形固定資産除却損  157 160

有形固定資産売却損  － 10

社債発行差金償却  － 75

預け金の減少額
（△増加額）

 △89 388

受取手形の減少額  1,020 1,425

商業手形の減少額  3,605 3,300

営業貸付金の減少額
（△増加額）

 △4,747 △18,118

その他の流動資産の
増加額

 △206 △458

商業手形流動化によ
る借入金の減少額

 △2,425 △2,598

その他  △1,083 △1,555

小計  △5,391 △14,836

配当金の受取額  54 54

利息の支払額  △274 △547

法人税等の支払額  △80 △98

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,691 △15,427
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前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入によ
る支出

 △60 －

定期預金の払戻によ
る収入

 － 10

有形固定資産の取得
による支出

 △809 △2,142

有形固定資産の売却
による収入

 － 90

無形固定資産の取得
による支出

 △5 △30

投資有価証券の取得
による支出

 △8 △18

投資有価証券の売却
による収入

 － 0

投資有価証券の償還
による収入

 － 1,552

その他  27 351

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △856 △187

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の増減  △750 433

長期借入れによる収
入

 18,300 23,900

長期借入金の返済に
よる支出

 △5,712 △13,556

社債の償還による支
出

 △400 △2,800

自己株式の増減  △1,450 △1,450

配当金の支払額  △555 △556

その他  △42 △45

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,389 5,924

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 2,841 △9,690

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 45,664 45,664

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 48,505 35,973
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社　　　　　　　1社

当社の連結子会社は日本信用保証㈱

の1社であります。

連結子会社　　　　　　　1社

同左

２　持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日と中間連結

決算日は一致しております。

連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

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）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

移動平均法による原価法

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）重要な減価償却資産の

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。

①　有形固定資産

同左

 建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

 

 また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

 

 ②　無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目

的）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。

②　無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

貸金等の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。

なお、破綻先債権等のうち、回

収不能見込額として直接減額し

ている金額は、8,820百万円で

あります。

なお、当中間連結会計期間にお

いて、貸倒懸念債権等の将来リ

スクをより厳格に見積もり、回

収不能見込額の算定方法を見直

した結果、貸倒引当金を17,051

百万円繰入計上しております。

①　貸倒引当金

貸金等の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。なお、破綻先債権等のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、7,768百

万円であります。

なお、当連結会計年度において、

貸倒懸念債権等の将来リスクを

より厳格に見積もり、回収不能

見込額の算定方法を見直した結

果、貸倒引当金を20,359百万

円繰入計上しております。

 ②　賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。

②　賞与引当金

同左

 ③　係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、2,875百

万円であります。

③　係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

将来に発生が見込まれる利息の

返還額を計上しております。

 　  (追加情報)　

日本公認会計士協会が平成18年

3月15日に公表した「「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点」を

踏まえ、当連結会計年度より従

来の係争関係損失引当金のうち、

係争の妥結に伴い将来に発生が

見込まれる利息の返還額を係争

関係損失引当金として計上する

ことといたしました。従いまし

て、債権に対応する部分につい

ては、係争関係損失引当金を取

崩し、特別利益として7,489百

万円計上するとともに、同額を

貸倒引当金に繰入れ、特別損失

として7,489百万円計上してお

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、

当連結会計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、当中間連結会計期間

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。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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。

数理計算上の差異については、

発生年度に全額を費用処理して

おります。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

  

 

なお、当連結会計年度末におい

ては、年金資産残高が退職給付

債務を上回ったため、前払年金

費用を投資その他の資産「その

他」に含めて計上しておりま

す。 

    (会計方針の変更)

  

 

当連結会計年度より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第3号　平

成17年3月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改

正に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第7号　平成17

年3月16日）を適用しておりま

す。これにより営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損

失は119百万円減少しておりま

す。

(4）重要なリース取引の処

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

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップについて、

特例処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

 同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  　借入金

同左

 ③　ヘッジ方針

当連結グループの内部規程であ

る「デリバティブ取引取扱規

程」に基づき、金利変動リスク

をヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ手段の想定元本等とヘッ

ジ対象の元本等が一致しており、

金利スワップの特例処理の要件

に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定

に代えております。

④　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

①　営業収益の計上基準

営業収益のうち顧客より受領し

た割引料、利息、手数料及び保

証料に関しては、時の経過に応

じて、収益を計上しております。

①　営業収益の計上基準

同左

 ②　繰延資産の処理方法

(イ)新株発行費

新株発行費は、商法の規定する

最長期間（3年間）で毎期均等

額の償却を行っております。

②　繰延資産の処理方法

(イ)新株発行費

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

 (ロ)新株予約権発行費

新株予約権発行費は、商法の規

定する最長期間（3年間）で毎

期均等額の償却を行っておりま

す。

(ロ)新株予約権発行費

 同左

 (ハ)社債発行費

社債発行費は、社債の償還期限

又は商法に規定する最長期間

（3年間）のいずれか短い期間

で毎期均等額の償却を行ってお

ります。

(ハ)社債発行費

同左

 (ニ)社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期間

において均等額の償却を行って

おります。

(ニ)社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期間

において均等額の償却を行って

おります。

なお、当連結会計年度において

買入消却した社債に係る発行差

金は、一括償却し、特別損失に

計上しております。

 ③　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。

但し、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産

の「その他」に計上し、5年間

で均等償却を行っております。

③　消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から3か月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（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） 

　当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純損失は

1,071百万円増加しております。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。これにより税金等調整前当期純損

失は1,057百万円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

前連結会計年度末
（平成18年3月31日）

※１  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額

     9,235百万円           9,567百万円

※２  担保に供している資産並びに対応債務

は次のとおりであります。

※２  担保に供している資産並びに対応債務

は次のとおりであります。

イ　担保提供資産 イ　担保提供資産

預金      4,252百万円

預け金 116

商業手形 17,159

営業貸付金 39,342

建物 10,206

土地 7,071

　計 78,148

預金         4,488百万円

預け金 127

商業手形 17,845

営業貸付金 36,567

建物 9,578

土地 6,032

　計 74,639

ロ　対応債務 ロ　対応債務

短期借入金       40,290百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

10,012

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

800

社債

（銀行保証付

無担保社債）

900

長期借入金 10,321

　計 62,324

短期借入金       41,301百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

10,094

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

800

社債

（銀行保証付

無担保社債）

500

長期借入金 7,399

　計 60,095

また、上記以外の営業債権4,066百万

円について、債権譲渡予約契約を締

結しております。これに対応する債

務は、「長期借入金」3,696百万円で

あります。

また、上記以外の営業債権4,425百万

円について、債権譲渡予約契約を締

結しております。これに対応する債

務は、「一年以内に返済予定の長期

借入金」1,041百万円、「長期借入

金」2,981百万円であります。

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,159百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形19,275百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,898百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

(17,791百万円)につきましては、信用

補完その他の目的により留保されたも

のであります。

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,845百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形19,618百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,898百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

（17,302百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保された

ものであります。
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前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

前連結会計年度末
（平成18年3月31日）

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っております。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っております。

※４  受取手形は、保証付手形貸付の受取利

息及び受入保証料として受領した手形

及び先日付小切手であります。

※４  受取手形は、手形貸付の受取利息及び

受入保証料として受領した手形及び先

日付小切手であります。

※５  営業貸付金の主な内訳 ※５  営業貸付金の主な内訳

手形貸付      92,058百万円

証書貸付 20,140

手形貸付        92,556百万円

証書貸付 33,014

※６　不良債権の状況 ※６  不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 22,925

貸出条件緩和債権 20,660

合計 43,585

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 25,861

貸出条件緩和債権 20,724

合計 46,585

（注）１ 破綻先債権とは、支払の遅延、その

他の事由により、債務者又は保証

人からの弁済の見込みがないもの

とした貸付金のうち、債務者に対

し法人税法施行令（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

号に規定する事由が生じているも

のであります。

（注）１　　　　　同左

２  延滞債権とは、（注1）に掲げる貸

付金のうち、破綻先債権以外のも

のであります。

２　　　　　同左

３  三カ月以上延滞債権とは、元本又

は利息の支払が約定支払日（期限

の利益を喪失した日を含みます。）

の翌日から三カ月以上延滞してい

る貸付金（破綻先債権及び延滞債

権を除きます。）であります。

３　　　　　同左

４  貸出条件緩和債権とは、債務者又

は保証人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、

元本の減免、債権放棄その他の債

務者又は保証人に有利となる取決

めを行った貸付金（破綻先債権、

延滞債権、三カ月以上延滞債権を

除きます。）であります。

４　　　　　同左
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※１　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目

支払利息    899百万円

支払手数料 310

支払利息      1,894百万円

支払手数料 581

※２　販売費及び一般管理費の主要項目 ※２　販売費及び一般管理費の主要項目

貸倒引当金繰入額    17,051百万円

給料手当 1,920

貸倒引当金繰入額     20,359百万円

給料手当 3,900

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

除却損 除却損

建物及び構築物  154百万円

器具備品 3

計 157

建物及び構築物   156百万円

器具備品 4

計 160

売却損

土地    10百万円

※４　減損損失 ※４　減損損失

 当連結グループは、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしまし

た。

 当連結グループは、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類 金額（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等 304 

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
304 

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
310 

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
110 

京都市

左京区

その他の
設備（売
却予定） 

土地

建物等 
57 

当連結グループは、営業用設備につき

ましては各支店を、賃貸用設備、その

他の設備につきましては、各資産をグ

ルーピングの最少単位としております。

当連結グループは、平成14年3月期に

「土地の再評価に関する法律」に基づ

き事業用土地の再評価を行っているた

め、時価が帳簿価額を著しく下回って

いる重要な資産グループはありません

が、収益性等を考慮し回収可能価額を

測定した結果、回収可能価額が帳簿価

額を下回る上記資産グループについて、

減損損失を計上しております。

減損損失の内訳は次のとおりであり

ます。

土地  205百万円

建物等 881  

計 1,087

なお、上記資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却価額は不動産鑑定評価額に基

づいて算出しております。

場所 用途 種類 金額（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等 304 

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
304 

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
310 

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
110 

京都市

左京区

その他の
設備

土地

建物等 
57 

当連結グループは、営業用設備につき

ましては各支店を、賃貸用設備、その

他の設備につきましては、各資産をグ

ルーピングの最少単位としております。

当連結グループは、平成14年3月期に

「土地の再評価に関する法律」に基づ

き事業用土地の再評価を行っているた

め、時価が帳簿価額を著しく下回って

いる重要な資産グループはありません

が、収益性等を考慮し回収可能価額を

測定した結果、回収可能価額が帳簿価

額を下回る上記資産グループについて、

減損損失を計上しております。

減損損失の内訳は次のとおりであり

ます。

土地  205百万円

建物等 881  

計 1,087

なお、上記資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

正味売却価額は不動産鑑定評価額に基

づいて算出しております。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※１  現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成17年9月30日現在） （平成18年3月31日現在）

現金及び預金勘定       48,575百万円

預入期間が3ヵ月を超え

る定期預金

△70

現金及び現金同等物 48,505

現金及び預金勘定       35,973百万円

現金及び現金同等物 35,973

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（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

に係る注記

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

に係る注記

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

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額    553百万円

減価償却累計額相当
額

372

中間期末残高相当額 181

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額       455百万円

減価償却累計額相当
額

248

期末残高相当額 207

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固

定資産の中間期末残高等に占める

未経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法に

よっております。

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経

過リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法によってお

ります。

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年以内    98百万円

1年超 82

計 181

1年以内       101百万円

1年超 105

計 207

（注）  未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の中間

期末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によっております。

（注）　未経過リース料期末残高相当額の

算定は、有形固定資産の期末残高

等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子込

み法によっております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料    78百万円

減価償却費相当額 78

支払リース料       144百万円

減価償却費相当額 144

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。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

 （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ない

ため、項目等の記載は省略しております。

同左
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成17年9月30日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 45 64 19

②　その他 167 177 9

計 213 242 28

　（注）　当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして、下記の合理的な社内基準をもちまして減損

処理を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前中間期末、前期末及び当中間期末において、連続して30％以上の

下落率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

優先出資証券 1,500

投資事業組合への出資 623

非上場株式（店頭売買株式を除く） 5

計 2,128

（前連結会計年度末）（平成18年3月31日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 47 74 27

②　その他 174 220 45

計 222 295 72

　（注）　当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして、下記の合理的な社内基準をもちまして減損

処理を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前期末、当中間期末及び当期末において、連続して30％以上の下落

率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。
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２　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

投資事業組合への出資 182

非上場株式（店頭売買株式を除く） 5

計 187

（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間末）（平成17年9月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金利     

 キャップ取引    

 買建 3,000 0 △37

合計 － － △37

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（前連結会計年度末）（平成18年3月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金利     

 キャップ取引    

 買建 3,000 0 △22

合計 － － △22

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成17年4月1日　至　平成17年9月30日）

　当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資、商業手形の割引及び事業資金融資に伴う信用保証業

務を主な事業としておりますが、いずれも資金の融資業務に付随するものにて全セグメントの営業収益の合計額

の90％超であり、加えて当該セグメントの営業利益が全セグメントの営業利益の合計額の90％超となっておりま

す。

　このため、「中間連結財務諸表規則様式　様式第1号（記載上の注記）(10)」に基づき事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資、商業手形の割引及び事業資金融資に伴う信用保証業

務を主な事業としておりますが、いずれも資金の融資業務に付随するものにて全セグメントの営業収益の合計額

の90％超であり、加えて当該セグメントの営業利益が全セグメントの営業利益の合計額の90％超であり、かつ当

該セグメントの資産の金額が全セグメントの資産の合計額の90％超となっております。

　このため、「連結財務諸表規則様式　様式第1号（記載上の注記）(14)」に基づき事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成17年4月1日　至　平成17年9月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店はありませんので、その記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店はありませんので、その記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成17年4月1日　至　平成17年9月30日）

　海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。
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（1株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（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 762.47円

1株当たり中間純損失 217.07円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
    －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、潜在株式

は存在するものの1株当たり中間純

損失であるため記載しておりません。

1株当たり純資産額     768.89円

1株当たり当期純損失    212.18円

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
     －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　1株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日)

前連結会計年度
(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）純損失

金額
  

中間（当期）純損失（百万円） 24,139 23,456

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る中間（当期）

純損失（百万円）
24,139 23,456

期中平均株式数（千株） 111,208 110,551

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中間

（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円、潜在株式の数

55千株）並びにＢ種新

株予約権（新株予約権

の数14,720個）及び第2

回Ｂ種新株予約権（新

株予約権の数 10,822

個）。

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円）並びにＢ種新

株予約権（新株予約権

の数14,720個）及び第2

回Ｂ種新株予約権（新

株予約権の数 10,822

個）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

　　平成17年10月24日開催の当社取締

役会において、当社の保有する保

証付証書貸付債権の流動化プログ

ラムによる資金調達を行うことを

決議しました。

 (1) 流動化プログラムの方法

 当社の保有する保証付証書貸付債

権を、ドイツ信託銀行に信託譲渡

し、同行の発行する優先受益権を

当社はドイツ証券会社東京支店に

売却します。

(2) 流動化プロ

グラム金額

15,000百万円（信

託譲渡額の上限

額）

(3) 流動化プロ

グラムの期

間

平成17年11月30日

より約3年8ヵ月

(4) 資金使途 営業資金

─────
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７．役員の辞任

１．辞任取締役

 宗像寿男（取締役東京支店長）

２．辞任年月日

 平成18年10月24日

３．辞任理由

 一身上の都合による。
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