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Ⅰ. 第 40 期中間決算概要  
弊社は 11 月1 日（水）、東京証券取引所 兜クラブにおいて 2007 年3 月期（第40 期）中間決算結果を発表し、 

翌2 日（木）には「六本木アカデミーヒルズ 49」タワーホールにて中間決算説明会を開催致しました。 弊社説明会 

としては過去最多数の 279 名の機関投資家、アナリスト並びに報道関係の方々のご来場を賜ることができました。  

改めまして御礼を申し上げます。 今中間期の決算概要及び今期の通期業績予測は以下の通りです。  

【主要数値及び損益】 （単体） 

項目 05 年9 月期 06 年9 月期 増減率（％） 
07 年3 月期計画

（修正後） 

通期計画 

達成率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,577,078 1,518,789 ▲3.7 1,476,314 ― 

口座数（件） 2,404,389 2,268,706 ▲5.6 2,133,947 ― 

新規顧客数（件） 135,225 116,881 ▲13.6 235,000 49.7 

貸倒償却額（百万円） 42,142 （※）31,841 ― 95,700 33.3 

貸倒償却率（％） 2.67 2.10 ▲57bp 6.48 32.4 

償却済債権回収額（百万円） 3,230 3,147 ▲2.6 4,900 64.2 

営業収益（百万円） 175,916 170,162 ▲3.3 333,700 51.0 

営業費用（百万円） 121,091 103,590 ▲14.5 208,100 49.8 

営業利益（百万円） 54,824 66,572 21.4 125,600 53.0 

経常利益（百万円） 56,397 66,657 18.2 125,200 53.2 

当期利益（百万円） 19,365 ▲144,474 ― ▲109,900 ― 

第40 期 中間決算短信 （連結・個別）へ          第40 期 中間決算補足資料 （単体）へ 

当上期における日本の経済環境は概ね好転し、民間需要主導の緩やかな成長が続くものと見込まれております。しかしなが

ら消費者金融業界におきましては、出資法及び貸金業規制法等の改正が大詰めを迎えており、現在提示されている改正案には

法定上限金利の大幅な引き下げや総量規制の導入など業界全体に多大な影響を及ぼす内容が盛り込まれ、今後は淘汰・再編

の波が押し寄せるものと想定されます。 このようなかつてない厳しい環境の中、弊社では貸付基準の見直しや商品構成の多様

化を推進し、新規獲得チャネルの拡充と優良顧客のご利用促進を図って参ります。 更に、潤沢な自己資本の有効活用策として、

コアビジネスである消費者金融業とのシナジー効果が期待できる個人向け金融サービス分野での M&A や新規事業にも積極的

に取り組み、収益源を多角化しつつ、時代に即した新たなビジネスモデルを再構築して行く所存です。今後も、コーポレート・ガ

バナンス及びコンプライアンス体制の徹底・強化を経営の最優先事項と位置付け、社外の専門家の皆様のご意見やご提案も参

考に、業績並びに企業価値の向上に全力を挙げ、「総合リテール金融機関」として更なる躍進を目指して参ります。 

一方、10月13日（水）に日本公認会計士協会より公表された「利息返還損失引当金に関する監査上の取り扱い」の指針を当期

期首に遡って適用し、「将来見込まれるであろう利息返還の全額を引当金計上する」と共に、その全額の2,846億円を特別損失と

して計上致しました。 すなわち、従来営業費用として計上しておりました利息返還金並びに利息返還に伴う貸倒償却につきま

しては、期首に設定した引当金を取り崩すという会計処理により、当期における営業損益に与える影響を排除し、弊社の正常な

経常収益力を明示致しました。 

 

                          

 

 

 

利息返還損失引当金 特別損失 

期首引当金   3,071 当期特別損失   2,846

過払返還金   -222    

過払償却元本   -153 貸倒引当金戻入   -126

期末引当金   2,696 最終特別損失   2,720

 

 

 【上期特別損失：2,720億円】 

（億円）

【引当金計上額：2,696億円 （2006年9月30日現在）】
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Ⅱ. 2006 年 10 月度営業概況   

 

10 月末の営業貸付金残高は営業店ベースで約125 億円の月間伸長となり、2005 年11 月以来、11 ヶ月ぶりに全社・全支社に

おいて営業目標を達成致しました。 これも厳しい事業環境にもかかわらず、社員の士気が一段と高まる中、弊社伝統の接客応

対に基づく地道な営業活動が功を奏した結果と考えております。一方、弊社では些細な違反の発生も許さない、末端まで目の

届く厳格な管理・監督体制を徹底しておりますが、まだ十分とは考えておらず、更なる努力を続けて参ります。 加えて、お客様

の多様なニーズにきめ細かくお応えするべく、今までお取引頂いたお客様を対象として先月発売した【ロイヤルプラン】（金利

21.535%）に続き、11 月7 日（火）より新規のお客様限定のキャンペーン商品【ドリームプラン 011】（同18％）を、11 月 9 日（木）か

らは現在弊社をご利用頂いているお客様向けの【ゴールドローン】（同 9.125％）の販売も開始致しました。 特に後者につきまし

ては、 長年ご愛顧頂いているお客様への感謝の気持ちを込めて魅力ある商品をご提供させて頂きました。 詳細はニュース 

リリースをご参照ください。 

また、「管理面における 1 件の事故・クレームが会社の生死・倒産に繋がる」との認識の下、引き続き規則厳守と法令遵守の再

徹底に全力を挙げて取り組み、トラブル発生のリスクを大幅に軽減させております。 今後も「継続」をテーマに社内管理体制を

一層強化しつつ、「お客様第一主義」の創業理念に基づき 5 年後、10 年後を見据えて、多方面からお客様の利便性やニーズを

第一に考えた商品及びサービスの研究・開発を推進して行く所存です。 

 （単位：百万円） 2005 年10 月 2006 年3 月 2006 年10 月 対前年同月比 
増減率（数） 

対本年3 月末比 
増減率（数） 

営業貸付金残高 1,585,843 1,540,046 1,529,883 -3.5% -0.7% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 433 494 568 31.2% 15.0% 
総口座数 2,418,817 2,322,917 2,277,833 -5.8% -1.9% 
新規口座獲得数 22,831 21,894 20,733 -9.2% - 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,888 1,898 1,896 (+8) (-2) 

 内有人店舗 523   523 523 (0) (0) 
 内無人店舗 1,364 1,374 1,372 (+8) (-2) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 1,888   1,888 1,886 (-2) (-2) 

                                                                       

Ⅲ. 社会貢献活動への取り組み 

 

①東京都主催の違反広告物共同除却キャンペーンに参加 

10月16日（月）、東京都主催の違反広告物共同除却キャンペーンに、弊社社員が東京都

貸金業協会の協会員として参加致しました。これは都民の都市景観に対する関心の高まり

を受け、「違反屋外広告物を貼らせない街」にすることを目的として 1997 年度に開始された

活動で、警察や都民団体、道路管理者(もしくは公共団体等)が共同で、電柱等に放置され

た立看板、貼紙等の広告物を集中的に除却しています。今年は 10 月 2 日（月）から 27 日

（金）まで、14 の区市の活動に東京都貸金業協会が参加致しました。 違反広告物は街の美

観を著しく損ねるばかりでなく、治安の悪さをも連想させます。このような活動により、地域全

体が違反広告物のないクリーンな街となるよう、皆様の関心が高まれば良いと願っております。 

 

②福祉バザーin 渋谷区民祭 靴下、タオル、T シャツなどを提供 

弊社では 2004 年度より年数回、東京善意銀行を通じて様々な福祉団体や施設へ、飲

食料・衣料・生活用品などの物品を寄付しております。この度、東京都渋谷の知的障害者

施設「渋谷ほんまち作業所」へも 80 点の飲料や衣料品を寄付させて頂き、その一部は 11

月 3 日（金）、4 日（土）に代々木公園で開催された渋谷区民祭の福祉バザーに提供され

ました。今年で29回目を迎えるこのイベントには、渋谷ゆかりの各国大使館や市町村も参

加し、歌や踊りなど様々な催し物が披露され、遠方からも沢山の人々が訪れます。初日は

施設のスタッフや地域のボランティアに混じり弊社社員も販売をお手伝させて頂き、店頭

で培った笑顔の接客応対で売上げに貢献致しました。今後も、地域社会に根ざした社会貢献活動を継続して参ります。 


