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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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 13,904 5.5 △10,017 － △9,866 －
17年９月中間期 13,185 6.0 1,692 1.5 1,766 1.8

18年３月期 26,562  2,012  2,169  

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 △10,540 － △454 17 － －
17年９月中間期 1,021 7.3 97 76 － －

18年３月期 1,227  56 92 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期   12百万円 17年９月中間期 △17百万円 18年３月期 △43百万円
②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期23,207,084株 17年９月中間期10,453,728株 18年３月期 21,238,091株

 ③当社は平成17年11月18日付で１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。

④会計処理の方法の変更 無
⑤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）連結財政状態 （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 133,296 24,641 18.3 1,051 86

17年９月中間期 123,036 31,890 25.9 3,050 61

18年３月期 127,708 35,231 27.6 1,517 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期23,207,071株 17年９月中間期10,453,622株 18年３月期 23,207,165株

(3）連結キャッシュ・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 △7,388 341 1,602 10,507

17年９月中間期 △2,634 △690 △1,814 17,690

18年３月期 △6,506 △1,094 723 15,952

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数 ５社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） １社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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 26,815 △11,785 △15,123

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△685円78銭

※1.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。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、(株)クレディア（当社）、連結子会社５社、関連会社１社及びその他の関係会社２社により構成

されており、その主な事業内容は次の通りであります。

区分  各社の主な事業内容

 金融サービス業 金融事業 当社が無担保及び有担保の融資並びに商業手形割引を行っております。

また、連結子会社の(株)プリーバが、無担保の融資を行っております。

信用保証事業 当社が金融機関等が取扱うローンの保証業務等の金融周辺業務を行って

おります。

サービサー事業 持分法適用関連会社であるＳＢＩ債権回収サービス(株)が、特定金銭債

権の買取、管理・回収受託を行っております。

割賦購入斡旋事業 当社及び連結子会社である(株)メディファンスが、個品割賦購入斡旋事

業等を行っております。

クレジットカード事業 その他の関係会社である(株)ジェーシービーが、クレジットカード業務、

クレジットカード業務に関する各種受託業務・融資業務等を行っており

ます。

その他事業 広告代理店業 連結子会社である(株)ビブレックスが、ＣＭの企画・立案、ＴＶ放送、

新聞、雑誌、広告等の仲介を行っております。

情報処理サービス業 連結子会社である(株)アプリス及びAPLIS VIETNAM CO.,LTD.が、コン

ピュータのシステム設計・管理・運用、プログラム開発等を行っており

ます。

不動産賃貸業 当社が不動産賃貸業を行っております。

　（注）　その他の関係会社である(有)サンフレックスは保険代理店事業を行っておりますが、当社グループとの

事業上の関係は希薄であるため、事業系統図への記載を省略しております。

　事業系統図は次の通りであります。

[事業系統図]

 

保 証 業 務 等 
受 託 

広告宣伝の 
企画､立案及び 
仲介 

プログラム開

発システム 
管理･運用 

融 資 

融 資 

保証業務受託 

資本業務提携 

求 償 債 権 
回収業務委託等 

お                  客                様 

株 式 会 社 プ リ ー バ 

（連結子会社） 

株 式 会 社 ア プ リ ス 
APLIS VIETNAM CO.,LTD. 

（連結子会社） 

株 式 会 社 ビ ブ レ ッ ク ス 

（連結子会社） 

ＳＢＩ債権回収サービス株式会社 

（持分法適用関連会社） 

株式会社メディファンス 

（連結子会社） 

             

当                       

社  

金 融 事 業 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 事 業 

広 告 代 理 店 業 

割 賦 購 入 斡 旋 事 業 

情 報 処 理 サ ー ビ ス 業 

株式会社ジェーシービー 

（その他の関係会社） 

サ ー ビ サ ー 事 業 

金 融 事 業 
不 動 産 賃 貸 業 

金融機関等 
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 [関係会社の状況]

① 連結子会社

 名称  住所 資本金
 主要な

事業の内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容 

 (株)プリーバ
東京都

港区 

1,682,000

 千円
金融事業 71.2

同社の一部営業貸付金に対する保証

業務を、当社が受託。

コンピュータシステム等の賃貸。

資金援助あり。役員の兼任あり。 

 (株)ビブレックス
静岡市

葵区

20,000

 千円
広告代理店業 100.0

当社及び(株)アプリスの広告宣伝の

企画、立案、仲介。

役員の兼任あり。

 (株)アプリス
静岡市

葵区

22,500

 千円

情報処理

サービス業
100.0

当社及び(株)プリーバのプログラム

開発、システム管理・運用、PC及び

周辺機器の購入。

役員の兼任あり。

 (株)メディファンス
東京都

千代田区

155,000

 千円

割賦購入

斡旋事業
70.0 資金援助あり。役員の兼任あり。

 APLIS VIETNAM CO.,LTD.
ベトナム

ホーチミン市

90,000

 USドル

情報処理

サービス業

100.0 

（100.0)
(株)アプリスの業務のサポート

 （注）１.　上記連結子会社の内、(株)プリーバは特定子会社に該当しております。

 　　　２.　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

② 持分法適用関連会社

 名称  住所 資本金
 主要な

事業の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容 

　ＳＢＩ債権回収

　サービス(株)

東京都

港区 

500,000

 千円

サービサー

事業 
40.0

当社及び同社が保有するノウハウ等

の活用。

当社の一部営業貸付金に係る回収業

務を同社に委託。

③ その他の関係会社

 名称  住所 資本金
 主要な

事業の内容

議決権の

被所有割合

(％)

関係内容 

 (株)ジェーシービー
東京都

港区

6,616,100

 千円

クレジット

カード事業
20.7

同社との人員交流あり。

同社商品の当社保証。

 (有)サンフレックス
静岡市

駿河区

100,190

 千円
保険代理店業

11.9  

［8.7］
損害保険料の支払い。

(注)　議決権の被所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意をしている者の被所有割合の外数であります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、金融サービス業を中核として企業の社会的使命を果たすべく、「多様な生活分野に対応し、常に

時代にあった真に求められるサービスの提供を通じ、人々にゆとりと潤いを設計し続ける」という理念のもと、創業

以来「お客様第一」「信頼第一」「革新第一」を行動指針としております。

　また、経営に当たっては革新を重視する積極的な経営姿勢を堅持し、株主重視の経営を主眼として、効率経営の徹

底により、利益率の向上を図りながら、各種経営指標の向上に注力する一方で、コーポレート・ガバナンス充実のた

め、社内体制の整備、強化や情報の適時・適切な開示による信頼性の向上等に努め、グループの永続的な繁栄を目指

しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策の一環として位置づけており、配当政策としては、従来

より配当性向20％以上の継続を基本方針としております。また、１株当たりの価値向上、経営指標の改善も重要であ

ると考えております。

　内部留保資金は、営業活動や情報システム投資などに充てることにより、高い投資効率を目指してまいります。

　なお、当中間連結会計期間においては利息返還損失引当金の大幅積増しを主因として中間純損失を計上しておりま

す。当該引当金の大幅な積増し自体は現金の支出を伴うものではなく、また一時的な影響に留まると考えますが、法

改正に伴う市場の混乱等の業績への影響を見極めるため、今回の中間配当につきまして、株主の皆様には誠に申し訳

なく存じますが、期初に公表いたしました１株当たり11円25銭から６円25銭減配し、１株当たり５円00銭として実施

させていただく所存であります（平成18年12月18日支払開始予定）。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方策等

　当社は、投資家層の拡大等を目的として、前連結会計年度において株式の２倍分割を実施いたしました。平成18年

９月末時点の当社株式の最低投資単位は92千円（株式の最低売買単位100株、平成18年９月29日現在の当社株価（終値

ベース）921円）であり、直ちに投資単位の引下げが必要な水準であるとは現時点では考えておりませんが、業績や株

価、また株主数の推移等を勘案し、今後も随時引下げを検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、経営資源の効率的投入により安定した経営を維持していくため、自己資本比率、自己資本利益率、

営業収益経常利益率などの指標を総合的に管理しております。

　とりわけ株主への利益還元を重視し、１株当たりの価値を向上させることを主眼とし、以下の指標を、中長期的な

目標として設定しております。

①　１株当たりの当期純利益　　 　100円

②　自己資本利益率（ＲＯＥ）　　　10％

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成17年12月26日付けで、(株)ジェーシービーとの間で資本及び事業提携に関する基本契約書を締結し、

それに伴い、当社の親会社及び筆頭株主はそれまでの伊藤忠ファイナンス(株)から(株)ジェーシービーに異動となり

ました。

　伊藤忠商事グループとは、引続き業務提携関係を継続し友好的な関係を維持しつつ、国内最大の個人・法人会員及

び加盟店網を有し、主にミドルリスク分野の商品を取扱う(株)ジェーシービーと、金融事業や信用保証事業で培った

ローリスクからハイリスク層までの幅広い与信管理システム・回収ノウハウを有する当社の提携により、両社の強み

を融合し最大のシナジー効果を生み出すことで、金融事業・信用保証事業の拡充を目指してまいります。

　当社グループの経営戦略としては、与信精度の更なる向上を目指す与信戦略、新たな顧客獲得チャネルの拡充等を

目的とした「多種・多様」な提携戦略、競争力の増大の前提となる低コスト化戦略、独自性を発揮するための多角化

戦略を重点戦略と位置づけ、多角化の面では、不動産担保ローンへの注力や、ショッピングローン並びに(株)メディ

ファンスで取扱う医療割賦を軸とした割賦販売市場への進出を引続き推進することで、「安定成長基盤の構築」を目

指します。また同時に、信用保証事業を基軸としたフィービジネスの拡充等による「収益構造の変革」にも積極的に

取組んでまいります。
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(6）会社が対処すべき課題

　当社グループの主力事業である金融サービス業を取り巻く事業環境はここ数年めまぐるしく変化しており、近時に

おいては景気回復に伴い雇用情勢や企業収益が改善しマクロ経済環境が好転する一方、平成19年にも予定されている

「貸金業の規制等に関する法律（以下「貸金業規制法」という。）」や「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律（以下「出資法」という。）」をはじめとする関連諸法改正による収益環境の悪化と市場の混乱・縮小、

市中金利上昇に伴う調達金利上昇による利鞘の縮小といった事態の発生も危惧される中で、事業多角化による収益基

盤拡大やローコストオペレーションの推進、環境変化に随時対応し得る与信システムの構築などの課題が生じており

ます。

　更に「会社法」及び「証券取引法（金融商品取引法）」改正に伴う内部統制システムの更なる充実に向けた構築等

も求められております。

　これら課題に的確に対処するため、以下のような諸施策を講じております。

① 「貸金業規制法」・「出資法」等の法改正への対応

　「貸金業規制法」、「出資法」、「利息制限法」等、関連諸法の改正案の議論が国会で現在進められており、平成

19年にも改正法の施行が予定されております。改正内容については、出資法上限金利の利息制限法と同水準への引下

げ、融資総額を年収の３分の１までとする総量規制の導入、更なる業務規制の強化等が盛り込まれ、当社のみならず

消費者金融業界全体にとって非常に厳しい内容となっており、ビジネスモデルの抜本的な変革を迫られております。

　当社グループはこうした状況に対応する為、消費者ローン事業以外からの収益の拡大を図るための事業の多角化、

ローコストオペレーションを実現するための拠点集約化と業務効率化、コンプライアンスの強化等を推し進め、厳し

い事業環境の中でも持続的な成長を目指してまいります。

② 提携戦略の推進

　当社の目指す提携戦略は、「多種・多様」な提携先との「複合的・総合的」提携にあります。その中で、(株)ジェー

シービーとの「資本・業務提携」は同社の信頼性の高いブランド力と当社がこれまでに培ってきた「機能・ノウハウ」

の融合により、多角的な業務提携を実現して最大のシナジー効果を生み出すことを目的としております。今後は、同

社との提携を提携戦略の柱としながら、引続き提携対象先の拡充に努めてまいります。

　また、提携戦略の推進により割賦販売市場でのシェア拡大、信用保証残高の拡大、事業者（法人）向けローンの効

率的な拡大などを進め、「安定成長基盤の構築」と「収益構造の変革」の実現を目指してまいります。

③ 資金調達の多様化と調達コストの低減

　当社グループは、安定的かつローコストな資金調達を事業運営上の重要な課題と位置づけ、様々な施策を講じてお

ります。直接調達につきましては平成17年11月に設定した社債発行登録枠30,000百万円（平成18年９月30日現在未使

用枠30,000百万円）の設定維持などによる直接調達手段の確保に努めてまいります。また、借入による調達において

は、連結子会社とともに借入先数の拡充（前中間連結会計期間末93先から当中間連結会計期間末98先に増加）による

調達基盤の安定化を図ると同時に借入金利の低下にも注力しております。更に、流動性資金の確保を目的に、コマー

シャル・ペーパー発行枠10,000百万円（平成18年９月30日現在未使用枠2,000百万円）、コミットメントライン（融資

枠）13,500百万円（債権流動化スキームによるもの10,000百万円を含む）の確保・拡充を図ってまいります。

④ 与信精度の更なる向上

　平成17年９月から全面稼働（一部商品については平成17年４月より稼働）している消費者ローンの与信審査スコア

リングシステム「ＣＲＡＳＳ5.0」（Credia Auto Scoring System5.0）は、初期与信システムであるＡＳＳ

（Application Scoring System）において新たに受入形態別のスコアカード方式を取入れることで精度向上を図り、

また、途上与信システムであるＢＳＳ（Behavior Scoring System）についても平成17年10月よりスコア項目を一部見

直す等のバージョンアップを行っておりますが、今後もデータの蓄積と分析・検証を重ね、一層の精度向上を目指し

てまいります。

　ビジネスローンのスコアリングシステムであるＣＢＳＳ（Credia Business Loan Scoring System）についても、

データの蓄積・検証を重ねて、適宜見直しを図ってまいります。

　保証審査システムについては、当中間連結会計期間より、現在稼働している複数の初期与信スコアリングモデルの

統合による新たな初期与信モデル構築と、途上与信モデル構築の検討に着手いたしました。

　当社グループは、与信精度の向上のため、上記の与信システムが環境変化、属性価値変化に的確に反応するよう継

続的に見直しを行い、与信領域での優位性を確立してまいります。
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⑤ 内部統制システムの更なる充実に向けた構築

　当社では、平成18年５月から施行された「会社法」及び平成21年３月期からの適用が予定されております「金融商

品取引法」に対応すべく、平成17年10月１日付で「内部統制検討委員会」を発足させ、その対応にあたってまいりま

したが、平成17年12月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」、平成18年11月に「実施基準案」が公

表され、平成19年１月にも基準が最終決定される方向であることを踏まえ、平成21年３月期からの適用に向けて実務

的な対応を図るべく、平成18年10月１日付で専任部署として新設した「内部統制部」を中心に、現在、準備を進めて

いる段階であります。

　当社グループといたしましては、これを機にグループ全体のコンプライアンス体制や内部統制システムについて、

更なる充実に向けた見直しを行ってまいります。

 (7) 親会社等に関する事項

 ① 親会社等の商号等

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成18年9月30日現在)

親会社等 属性

親会社等の

議決権所有

割合（％）

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等の商号または名

称

　(株)ジェーシービー

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

20.7 ―

　(有)サンフレックス

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

11.9

　[8.7] 
―

 (注) 親会社等の議決権所有割合欄の[  ]内は、緊密な者又は同意している者の被所有割合の外数であります。

② 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号または名称及びその理由

イ. 当社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の商号または名称

　(株)ジェーシービー

ロ. その理由

　当社株式を20.7％保有し、業務上の提携関係等もあるため。

ハ. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけその他の上場会社と親会社等との関係

　当社と(株)ジェーシービーは、同社の豊富な顧客接点チャネルと当社が金融事業において独自に開発した与信

管理システム・回収ノウハウを活用した信用保証事業・金融事業での相互補完・協業関係を構築し、長期的な資

本及び業務提携を推進してまいります。また、当社は同社より取締役２名（１名は非常勤）を招聘しております。

当社と同社の関係はＷＩＮ－ＷＩＮのイコールパートナーという位置付けであり、当社の業務上の制約等を受け

るものではなく自立性・独立性は保たれております。

ニ. 親会社等との取引に関する事項

　当社は、(株)ジェーシービーとの業務提携の一環として、平成18年２月より同社が発行する中小企業向けロー

ン専用カード「JCB　Businessloan（ジェーシービー　ビジネスローン）」の保証業務を受託しております。 
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間における我が国の経済は、設備投資が大企業だけでなく中小企業にもすそ野を広げて堅調

な動きを見せていることや、好調な企業業績を受けて改善が見られる雇用環境に下支えされた個人消費などを背

景として、民需主導により総じて着実な成長を持続しております。

　当社の属する消費者金融業界におきましては、自己破産申請件数は引続き前年同期比減少基調で推移し、利息

返還請求についても高水準での推移ではあるものの一時の急激な増勢傾向からは脱しつつある中で、「出資法上

限金利の利息制限法水準に向けた引下げ」や「総量規制の導入」等の内容が盛り込まれた、貸金業規制法をはじ

めとする関連諸法の改正案が国会で議論・検討されている最中であり、現時点では平成19年にも改正法施行が見

込まれております。また、日本公認会計士協会が平成18年10月13日付で公表した「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」に沿って、利息返還費用に対する引当金の大幅な

積増しを求められるなど非常に厳しい事業環境の中で、ビジネスモデルの根本的な転換を迫られております。

　こうした情勢の中、当社グループは、事業の多角化による収益基盤の拡大を継続して推し進め、消費者ローン

中心の企業から「総合金融サービス企業」への脱皮を目指して、「提携戦略の推進」等の諸施策を講じてまいり

ました。

　その結果、当連結会計年度の連結業績は下記の通りとなりました。

［連結業績比較］ （単位：千円）

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期
前中間期対比増減

増減額 増減率

営業収益 13,185,375 13,904,504 719,128 5.5％

営業費用 11,492,481 23,921,988 12,429,506 108.2％

営業損益 1,692,894 △10,017,484 △11,710,378 ―％

経常損益 1,766,287 △9,866,625 △11,632,913 ―％

中間純損益 1,021,997 △10,540,170 △11,562,168 ―％

なお、主な前中間連結期対比の増減理由・発生事由は下記の通りです。

［営業収益］

項目 増減額（千円） 主因

営業貸付金利息 720,032 当社及び連結子会社の消費者ローン残高が前中間連結会計期間末比6,528

百万円増加したこと、当社の不動産担保ローン残高が同4,915百万円増

加したことなどによるものであります。

その他の金融収益 △313,547 債権流動化（ＡＢＳ）によるオフバランス債権の平均残高が前中間連結

会計期間比1,022百万円減少したことなどにより、匿名組合及び信託等

分配金が同314百万円減少したことなどによるものであります。
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［営業費用］

項目 増減額（千円） 主因

利息返還損失引当金繰

入額

13,611,025 利息制限法上限金利を超過する部分に係る利息の返還に要した費用が前

中間連結会計期間から1,014百万円増加いたしました（前中間連結会計

期間においては、利息返還に要した費用415百万円は、営業費用の「そ

の他」に含まれております）。

また、将来の利息返還請求による損失に備え、日本公認会計士協会が公

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」に沿って、当社において利息返還損失引当

金を12,596百万円積増しました。

貸倒引当金繰入額 △1,517,653 「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」に沿って、利息返還請求に伴い貸付金残高を減額

するに至った部分を利息返還費用として計上することとなり、当該部分

に対応する貸倒引当金は、利息返還損失引当金にて対応することとなっ

たため、減少しております。

従業員給与手当賞与 167,841 主に当社の正社員数が前中間連結会計期間末比26名増加したことなどに

よるものであります。

支払手数料 420,286 主に当社のコンピュータシステムに係る保守料の増加及びソフトウェア

購入費用の一括計上に伴う増加などによるものであります。

減価償却費 △200,521 平成13年３月期中に買収・合併した連結子会社に係る営業権の償却が前

連結会計年度で終了したことなどによるものであります。

また、当社個別の業績は下記の通りとなりました。

［個別業績比較］ （単位：千円）

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期
前中間期対比増減

増減額 増減率

営業収益 12,452,209 12,680,822 228,613 1.8％

営業費用 10,904,518 22,556,820 11,652,301 106.9％

営業損益 1,547,690 △9,875,998 △11,423,689 ―％

経常損益 1,699,551 △9,612,018 △11,311,571 ―％

中間純損益 1,006,815 △11,124,284 △12,131,100 ―％

当社グループにおける主な事業である金融サービス業の業績は、以下の通りとなりました。

イ.金融事業

　主力商品であります消費者ローンは、主に当社の新規獲得件数が前年同期比3.7％増加したこと等から順調に推

移いたしました。とりわけインターネット経由での新規獲得件数は、前年同期比35.4％増となり、非常に好調に

推移いたしました。この分野につきましては、当社及び連結子会社でインターネットローン専業の(株)プリーバ

は、他社に先駆け早くからインターネットにおけるアフィリエイト（成果報酬型）広告の研究・分析を進めて広

告の投下効率を上げるよう注力しており、近時においては特にモバイル（携帯電話）での申込が拡大しておりま

す。

　次に、ビジネスローンにつきましては、融資対象顧客への直接的な架電セールスを中心とした従来のビジネス

モデルから、会員組織・業者組織を有する企業との提携により集客コストを圧縮して採算性向上を図るビジネス

モデルへの転換を進めている過渡期であり、貸付残高は前中間連結会計期間末比ほぼ横ばいで推移いたしました。

平成18年８月には事業者ローン新宿支店内に、法人営業プロジェクトを立上げ、市場調査等を進めております。

　不動産担保ローンにつきましては、引続き専門部署であります不動産ローン部の業績が好調に推移し、貸付残

高は前中間連結会計期間末比51.9％増となりました。
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以上の結果、当社グループの金融事業の実績は、次の通りとなりました。

［営業貸付金 残高］（連結） （単位：千円）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月中間期）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月中間期）

前中間期対比増減

消費者ローン 77,677,113 84,205,652 6,528,538 8.4％

(株)クレディア 69,690,536 75,216,246 5,525,709 7.9％

(株)プリーバ 6,628,288 8,646,968 2,018,680 30.5％

(株)メディファンス 1,358,288 342,437 △1,015,850 △74.8％

ビジネスローン 8,992,636 8,910,641 △81,994 △0.9％

不動産担保ローン 9,470,151 14,386,046 4,915,895 51.9％

求償債権 1,900,448 2,058,019 157,571 8.3％

営業貸付金 合計 98,040,349 109,560,360 11,520,010 11.8％

商業手形 35,982 191,062 155,079 431.0％

　（注）１. 上記以外の、債権流動化（ＡＢＳ）に伴うオフバランス分残高は以下の通りです。

　　　　前中間連結会計期間末　19,379,726千円

　　　　当中間連結会計期間末　16,306,059千円

２. 上記には、個品割賦等残高は含まれておりません。

［営業貸付金 口座数］（連結） （単位：口）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月中間期）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月中間期）

前中間期対比増減

消費者ローン 177,427 182,730 5,303 3.0％

(株)クレディア 155,212 160,991 5,779 3.7％

(株)プリーバ 18,556 20,785 2,229 12.0％

(株)メディファンス 3,659 954 △2,705 △73.9％

ビジネスローン 7,609 7,473 △136 △1.8％

不動産担保ローン 641 720 79 12.3％

求償債権 3,932 4,183 251 6.4％

営業貸付金 合計 189,609 195,106 5,497 2.9％

商業手形 23 17 △6 △26.1％

　（注）１. 上記以外の、債権流動化（ＡＢＳ）に伴うオフバランス分口座数は以下の通りです。

　　　　前中間連結会計期間末　38,222口

　　　　当中間連結会計期間末　30,896口

２. 上記には、個品割賦等口座数は含まれておりません。

ロ. 信用保証事業

　信用保証事業における信用保証残高は、(株)ジェーシービーとの保証提携商品など、前中間連結会計期間末に

比べて10,894百万円（60.6％）増加して28,875百万円となりました。また、提携先数・提携商品数は前中間連結

会計期間末に比べ７先・12商品増加し、76先・115商品となっております。

ハ. サービサー事業

　平成17年１月に当社とＳＢＩホールディングス(株)と合弁で設立した、当社持分法適用関連会社であるＳＢＩ

債権回収サービス(株)は、平成17年７月の業務開始から１年強が経過いたしました。同社は、債権買取、回収受

託、集金代行等、順調に業務を拡張させており、当中間決算では黒字を達成いたしました。
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ニ. 割賦購入斡旋事業

　当社グループは、安定成長基盤の構築を目的に割賦販売市場への進出を推進しております。当社においては平

成17年４月に新設した「ショッピングローン推進センター」を中心に、「個品割賦・貸金型クレジット・物販ロー

ン」等の商品を使い分けながら、割賦販売の強化・推進を図っております。

　また、医療分野の個品割賦取扱を目的に、平成17年６月に設立した連結子会社である(株)メディファンスも、

順調に業容を拡大しており、当社グループ全体での割賦売掛金残高は、前中間連結会計期間末203百万円から3,379

百万円（1,658.6％）増加し、当中間連結会計期間末では3,582百万円まで伸長いたしました。

　②  通期の業績見通し

　外部経済環境としては、前述した米国景気の腰折れ懸念や原油価格の先行き不透明感等の懸念材料はありつつ

も、国内景気は暫くは堅調に推移するものと予測されており、雇用状況の更なる改善等も期待されております。

　しかしながら、当業界においては「貸金業規制法」「出資法」「利息制限法」等の関連諸法改正の影響による

収益基盤の悪化、市場の混乱とそれに伴う貸倒コスト増加懸念や弁護士・司法書士の介入による債務整理事案の

増加、また、景気好転を背景とした市中金利の上昇に伴う調達コストの上昇等、懸念材料は多く、引続き厳しい

事業環境が続くものと思われます。

　このような環境下、当社グループは事業の多角化を推進するとともに、特に収益性の悪化が顕著である消費者

ローン事業を中心に更なる業務効率化を推し進め、「総合金融サービス企業」への脱皮を図ってまいります。

　通期の見通し（業績予想）につきましては、平成18年５月15日付平成18年３月期決算短信で公表した業績予想

を修正し、以下の金額を見込んでおります。

（連結）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 営業収益 経常損益 当期純損益

 前回発表予想（Ａ)

（平成18年５月15日発表）
28,546 3,981 2,099

 今回修正予想（Ｂ) 26,815 △11,785 △15,123

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,731 △15,767 △17,222

増減率（％） △6.1 ― ―

 （参考）平成18年３月期 実績 26,562 2,169 1,227

（個別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 営業収益 経常損益 当期純損益

 前回発表予想（Ａ)

（平成18年５月15日発表）
25,891 3,546 1,884

 今回修正予想（Ｂ) 24,540 △11,526 △15,688

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,350 △15,073 △17,573

 増減率（％） △5.2 ― ―

 （参考）平成18年３月期 実績 24,908 2,198 1,304

　イ. 個別業績予想の修正について

　最近の業績動向等ならびに、日本公認会計士協会が平成18年10月13日付で公表した「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」に沿って、前連結会計年度末より計上しておりま

した利息返還損失引当金の算定方法について見直しを行い、その結果、当中間連結会計期間において利息返還損失

引当金積増し分として12,596百万円を営業費用として計上したことなどによるものであります。

　ロ. 連結業績予想の修正について

　個別業績予想の修正に伴い、連結業績予想についても修正することといたしました。
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(2)　財政状態

　当中間連結会計期間末における財政状態について、資産の部合計は前連結会計年度末に比べ5,588百円増加して

133,296百万円、純資産の部合計は24,641百万円となり、自己資本比率は18.3％となりました。

　資産の部について、増加の主な要因は、営業貸付金が6,945百万円増加、割賦売掛金が1,836百万円増加した一方、

現金及び預金が5,445百万円減少したことなどにより、流動資産が6,806百万円増加したことや、固定資産が1,219百

万円減少したことなどによるものであります。

　負債の部では、有利子負債（借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の合計）が2,863百万円増加、利息返還損

失引当金が12,596百万円増加したことなどにより、総負債は16,488百万円の増加となりました。

　純資産の部につきましては、中間純損失10,540百万円の計上により、前連結会計年度末に比べ大幅に減少いたし

ました。

[当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況]

　営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの集計から、当中間連結会計期間における、現金及び

現金同等物（以下「資金」という）は、期中で5,445百万円減少し、10,507百万円となりました。各キャッシュ・フ

ローの状況と増減の主な要因は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の状況について、営業貸付金の実質的な資金の支出額は、貸付額36,427百万円より、回収額

23,050百万円と債権流動化による資金調達に伴い債権譲渡した金額1,953百万円を差引き、11,423百万円となります。

これら貸付金の実質的な支出額の増加の他、法人税等の支払額及びその他の要因を含め、営業活動によるキャッ

シュ・フローは、7,388百万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の状況について、投資有価証券の売却による収入834百万円の主たるものは当社が保有してい

た国債の売却によるものであります。コンピュータシステムに係るソフトウェア開発等、無形固定資産の取得によ

る支出333百万円及びその他の要因を含め、投資活動によるキャッシュ・フローは、341百万円の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の状況について、短期借入金及び長期借入金の合計収支の差額は、4,936百万円の支出となり

ました。コマーシャル・ペーパーについては、発行と償還の差額は、7,000百万円の収入となりました。その他の要

因を含め、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,602百万円の収入となりました。

(3)　事業等のリスク

　本中間決算短信の発表日現在、当社グループの事業・業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えら

れる事項は、以下の通りであります。また、投資者に対する情報開示の観点から、必ずしもそのようなリスク要因

に該当しない事項につきましても、投資判断または事業活動をご理解いただく上で不可欠と考えられる事項は、併

せて記載しております。

　なお、以下に記載いたしましたリスクについては、リスクの全てを網羅しているものではありません。また、将

来の経済情勢や当社グループを取り巻く市場環境の変化など、様々な不確定要素により新たなリスクが発生する可

能性があります。

　また、記載しております将来に関する事項は、本中間決算短信発表日現在において判断したものであります。

① 法的規制、法律改正等について

　イ. 「出資法」上限金利引下げに関するリスク

　当社グループの主要業務である金融事業は、「貸金業規制法」及び「出資法」の規制を受けており、同法により

定められた金利を上限として貸付業務を行っております。

　また、貸出金利については上記の他、「利息制限法」においても別途定めがあります。第１条第１項で金銭を目

的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100万円未満の

場合年18％、100万円以上の場合年15％により計算した金額）の超過部分を無効とするとされておりますが、同条第

２項により債務者が当該超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することはできないとされており、「貸

金業規制法」第43条で、同法所定の書面が交付され、かつ当該超過部分について債務者が利息として任意に支払い、

その支払が同法の規定を満たすときは、「利息制限法」第１条第１項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁

済とみなす（いわゆる「みなし弁済」）とされております。
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　今次、検討されている貸金業規制法・出資法の改正案においては、上限金利は利息制限法の上限金利と同水準ま

で引下げられ、みなし弁済は廃止される内容となっております。当該金利水準は当社及び(株)プリーバの現行貸出

金利より低い水準であるため、改正法案が国会で可決され、公布・施行されることとなれば、当社グループの収益

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当該金利水準は当社及び(株)プリーバのみならず、消費者金融

業界に属する多くの企業の現行貸出金利よりも概ね低い水準であり、上限金利引下げにより、業界に属する多くの

企業が与信の引締めに動いたり、廃業に至る等の事態が生じた場合、市場の混乱に伴う信用収縮等により、自己破

産申立件数や弁護士介入件数等が急激に増加し、一時的に貸倒費用及び利息返還費用が増加する可能性があります。

　また、平成18年１月に最高裁判所から、みなし弁済に関して厳格な司法判断が下されたことなどを背景として、

弁護士・司法書士の介入による「利息制限法」上限金利を超過する部分についての利息返還請求が増加傾向にあり

ます。これを受け、当社グループは、前連結会計年度末より直近の利息返還額実績を基準として「利息返還損失引

当金」の計上を実施して今後発生する返還リスクに備えており、更に当中間連結会計期間末では、日本公認会計士

協会が平成18年10月13日付で公表した「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」に沿って、利息返還費用に対する引当金の大幅な積増しを実施いたしました。

　しかしながら、利息返還額が想定以上に増加した場合や、法令等の改正の内容、また会計基準の変更等により更

なる引当金の積増しを余儀なくされる等の事態が生じる場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　ロ. 「貸金業規制法」の業務規制に係るリスク

　当社グループの主要業務である金融事業は「貸金業規制法」の適用により、各種の業務規制（過剰貸付け等の禁

止、誇大広告の禁止、書面の交付、受取証書の交付、取立行為の規制、債権証書の返還、債権譲渡等の規制　等）

を受けております。これら業務規制に違反した場合、監督官庁である金融庁は業務の全部又は一部の停止命令を含

め、行政上の措置及び貸金業者としての登録を抹消する権限が与えられております。

　また、今次検討されている「貸金業規制法」改正案においては、融資金額に係る総量規制の導入や営業活動の大

幅な制限等が盛り込まれており、より規制が強化される方向となっております。

　何らかの違反行為によって行政措置が取られた場合や、更なる法令改正や新たな司法判断等による業務規制の一

層の強化、変更等により業務が制限された場合には、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　ハ. 個人情報の取扱い及び顧客情報流出に伴うリスク

　平成17年４月１日から「個人情報の保護に関する法律」及びこれに伴い各省庁において定める「個人情報保護に

関する各種ガイドライン」が施行されました。同法において、個人情報取扱事業者（当社グループの大半が該当し

ます。）は、同法に定める個人情報につき、利用目的の特定、目的外利用の禁止、安全管理のための適切な措置、

従業員への監督等、様々な要請に従う必要があります。

　また、必要に応じ顧客より個人情報の取扱い等に関する同意を取得すること、個人情報の取扱いを委託する場合

はその委託先を監督すること、安全管理措置として組織的・人的・技術的観点からの体制を整備すること、個人情

報取扱いに関する基本方針を公表すること等も要請されており、当社グループはこれらに従いこれまでの個人情報

の取扱い状況の見直しをすると共に、社内管理体制の整備やシステム面においてもアクセス権の制限、セキュリ

ティーの強化等の対策を講じてまいりました。同時に、コンプライアンス体制を強化し、社員の意識の醸成を図っ

ております。

　しかしながら、前連結会計年度において当社の「不成立顧客情報」が流出する事案が発生いたしました。犯人グ

ループは逮捕され、流出した「不成立顧客情報」は押収されましたが、流出経路の特定には至りませんでした。当

社はこうした状況を厳粛に受け止め、社内ルールの徹底と更なる個人情報管理の強化を図り、全社を挙げて個人情

報の保護に取組んでまいります。

　また、当社は、顧客利便性の向上を図るべく、外部金融機関・ノンバンク・コンビニエンスストア等とのＡＴＭ・

ＣＤ提携や、同業他社との無人契約機相互開放提携等、外部企業との様々な業務提携を実施しておりますが、そう

した外部提携先での何らかの事故、アクシデント等により、当社顧客の個人情報が流出する可能性もあります。

　今後も外的要因、内的要因に係わらず何らかの原因により個人情報が流出した場合には、損害賠償請求を受ける

可能性があるのみならず、当社グループに対する信用の失墜から、収益及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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② 資金調達について

　イ. 調達環境

  当社グループは、資金調達手法の多様化、調達先の分散化、コミットメントライン(融資枠)契約などにより、安

定した資金確保と調達コストの低減を図っております。また、機動的に直間比率や調達先毎の配分など調達構成を

適宜見直し、金利キャップ取引や金利スワップ取引による金利変動リスクへの対応や流動性資金の確保などにより、

常に変化する金融環境への適切な対応を図っております。今後、金利の上昇や調達環境の悪化が予想する水準を著

しく超える場合には、機動的な調達が困難になるほか、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　ロ. 債権流動化(ＡＢＳ)による調達

  当社は資金調達手法の多様化の一環としてＡＢＳを活用した資金調達に取組んでおります。当該ＡＢＳに伴い、

ＳＰＣ(特別目的会社)若しくは信託に譲渡されたことにより当社財務諸表からオフバランスされている消費者ロー

ン債権の平成18年９月30日時点での件数及び残高は30,896件、16,306百万円となっております。当該ＡＢＳは他の

調達手法と同列の資金調達手法の一環であり、当該ＡＢＳの実施が当社の事業運営に大きな影響を及ぼすことは当

社としては考えておりませんが、今後、継続してＡＢＳによる資金調達を実施するにあたり、オフバランスになる

資産・負債が増加することにより、算定上の当社財務指標に影響を与え、結果として当社の株価形成などに影響を

及ぼす可能性があります。また、ＡＢＳには、予め定められた条件に抵触した場合に早期償還となるといったトリ

ガー条項が付されております。当中間連結会計期間末現在、トリガー条項に抵触するような状況には至っていない

と認識しておりますが、今後市場環境の変化や関連業法の改正等を起因として債権内容の急激な変化や悪化が生じ、

当該条項に抵触した場合には、資金繰り等へ影響を及ぼす可能性があります。

　ハ. 格付けについて

  当社は、社債やコマーシャル・ペーパーによる資金調達活動のため、外部格付機関による格付けを取得しており

ますが、今後格付けの変更があった場合には、当社の資金調達に影響を及ぼす可能性があります。

③ 多重債務者問題について

　返済能力を超えた複数の業者からの借入やカード利用による、いわゆる個人の多重債務者問題につきましては、

平成９年１月に発足した「消費者金融連絡会」（当社は賛同会員として参画）において、消費者金融業界の実施可

能な緊急課題として「消費者啓発活動の推進」「カウンセリング機能整備」「与信業務の一層の厳格化」「広告表

現の見直し」「ディスクロージャーの実施」の５項目を発表し、平成９年６月には同連絡会が中心となってカウン

セリング機能整備のため「日本消費者カウンセリング基金」を設立する等、個人破産や多重債務者問題に取組んで

おります。当社グループにおきましては、信用情報機関からの定期的な個人信用情報の取得や初期与信、途上与信

による与信限度額の適時・適正見直しや顧客とのカウンセリングにより多重債務者の増加防止と回収不能債権の発

生抑制に努めております。

　しかしながら、今後の急激な経済環境の変化や競争激化等により多重債務者が増加した場合、回収不能債権の増

加による貸倒費用の増加等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 競合の激化について

　行政当局が推し進める規制緩和の影響もあり、消費者金融業界では、国内金融機関等による合弁形態での参入や

インターネット専業者の中小専業者買収による進出等、従来の大手消費者金融会社のシェア争いに、銀行系、外資

系、インターネット専業系が加わり、より多数の企業による激しい競合が展開されております。今次検討されてい

る「貸金業規制法」改正案においては、純資産基準の引上げ等の参入条件の厳格化が検討されており、将来的には

消費者金融業者の数は大きく減少する可能性もありますが、出資法上限金利の引下げにより金融機関と同水準の金

利帯で事業を営むこととなることが見込まれるため、厳しい競合状態は続くものと思われます。こうした競合が将

来的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障、その他の

　 損害について

　当社グループは、事業を営むにあたり、内部及び外部の情報及び技術システム・各種コンピュータシステムを利

用しておりますが、事業店舗ネットワーク、対外提携ネットワーク、個々の顧客データを含む当社グループ事業を

構成する種々の情報を管理するために、ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存が深まっております。

　当社グループが使用するハードウェア及びソフトウェアは、人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターウィ

ルス及びこれに類する事象による損害若しくは中断又は電話会社及びインターネットプロバイダ等の第三者からの

サポートサービスの中断等によって悪影響を被る可能性があります。

　このような情報又は技術システムの混乱、故障若しくは遅延又はその他の障害により、当社グループの事業に対

する消費者の信頼が低下した場合、それに伴う顧客離れを招き、当社グループの業績に不利な影響を及ぼす結果と

なる可能性があります。
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　また、当社本社ビルは免震構造となっており、システムのハードウェア及び通信機器の二重化や基幹システムの

バックアップセンターの開設（千葉県）等の対策を講じて、地震、台風等の自然災害発生時の被害を最小限に留め

るべく対応しておりますが、想定以上の自然災害が発生した場合には、当社グループの営業の中断若しくは顧客に

提供するサービスレベルの大幅な低下を余儀なくされるおそれがあります。

⑥ 重要な訴訟事件等について

　本中間決算短信発表日現在、当社グループが被告となっている重要な訴訟事件に該当するものはありません。

　また、同じく当社グループが原告として提訴している重要な訴訟事件に該当するものはありません。

⑦ 代表取締役社長及びその親族等が所有する当社株式について

　平成18年９月30日現在、当社の代表取締役社長及びその近親者が当社の株式の30.7％を所有しており、その結果

として、重要な企業取引や営業上の決定に対し、支配的な影響力を行使することができます。

⑧ 振込貸付について

　当社グループは、電話やインターネットにて申込を受け、信用調査実施後、通常は即日又は翌営業日に銀行振込

で貸付を行う振込貸付を積極的に推進しております。平成15年１月６日より施行された「金融機関等による顧客等

の本人確認等に関する法律」においては、顧客との取引時には顧客本人を確認するべく、しかるべき書類の取込・

確認が求められております。当社及び株式会社プリーバにあっては、振込貸付時において、主として電話若しくは

ファクシミリにより本人確認を行っておりますが、今後、当該本人確認が法的側面より適切な本人確認であると認

められず、振込貸付に係る事業が著しく規制されるような事態が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。なお、当社グループの振込貸付の融資残高及び件数は、前中間連結会計期間末111,128口座・

48,715百万円、当中間連結会計期間末118,908口座・54,974百万円となっております。

－ 14 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 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）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 17,690,067 10,507,302 15,952,471

２　受取手形及び売掛金  ※７ 37,902 610,579 38,501

３　営業貸付金
※1,2,

5,6
98,040,349 109,560,360 102,615,062

４　商業手形 ※７ 35,982 191,062 88,064

５　割賦売掛金 203,741 3,582,954 1,746,493

６　たな卸資産  53,892 49,045 56,063

７　その他 7,670,639 9,102,382 8,013,827

貸倒引当金 △9,667,143 △7,950,870 △9,664,145

流動資産合計 114,065,431 92.7 125,652,815 94.3 118,846,339 93.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※３ 3,936,904 3.2 3,718,121 2.8 3,834,904 3.0

２　無形固定資産

(1)連結調整勘定 158,106 － 136,081

(2)のれん － 113,115 －

(3)その他 1,626,870 1,784,976 1.5 1,864,849 1,977,964 1.5 1,858,183 1,994,265 1.6

３　投資その他の資産

(1)投資その他の資産 ※1,5 3,428,217 2,166,299 3,268,195

貸倒引当金 △181,000 3,247,217 2.6 △221,878 1,944,421 1.5 △237,630 3,030,564 2.4

固定資産合計 8,969,099 7.3 7,640,507 5.7 8,859,735 6.9

Ⅲ　繰延資産 2,099 0.0 2,723 0.0 1,933 0.0

資産合計 123,036,631 100.0 133,296,046 100.0 127,708,008 100.0

－ 15 －



前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 118,391 64,286 94,441

２　短期借入金 ※１ 4,272,000 7,616,000 6,788,000

３　一年内返済予定長期
借入金

※１ 39,542,132 41,616,060 42,429,068

４　一年内償還予定社債 6,700,000 1,466,000 1,350,000

５　コマーシャル・ペー
パー

－ 8,000,000 －

６　未払法人税等 424,521 1,342,113 723,912

７　賞与引当金 385,479 414,848 378,516

８　債務保証損失引当金 233,100 260,552 242,581

９　利息返還損失引当金 － 4,039,759 1,501,463

10　その他 2,933,103 3,428,555 3,080,899

流動負債合計 54,608,728 44.4 68,248,174 51.2 56,588,883 44.3

Ⅱ　固定負債

１　社債 1,600,000 784,000 1,100,000

２　長期借入金 ※１ 33,680,210 28,569,795 33,521,534

３　利息返還損失引当金  － 10,058,350 －

４　退職給付引当金 478,019 520,131 498,831

５　役員退職慰労引当金 409,325 455,650 424,005

６　その他 31,623 18,403 33,075

固定負債合計 36,199,178 29.4 40,406,330 30.3 35,577,447 27.9

負債合計 90,807,906 73.8 108,654,505 81.5 92,166,330 72.2

（少数株主持分）

少数株主持分 338,715 0.3 － － 310,110 0.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,987,389 5.7 － － 8,222,189 6.4

Ⅱ　資本剰余金 6,716,949 5.5 － － 8,307,027 6.5

Ⅲ　利益剰余金 18,731,952 15.2 － － 18,702,690 14.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

12,570 0.0 － － 3,099 0.0

Ⅴ　自己株式 △558,853 △0.5 － － △3,441 △0.0

資本合計 31,890,009 25.9 － － 35,231,566 27.6

負債、少数株主持分及
び資本合計

123,036,631 100.0 － － 127,708,008 100.0

－ 16 －



前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

 １　資本金 － － 8,222,189 6.2 － －

 ２　資本剰余金 － － 8,307,027 6.2 － －

 ３　利益剰余金 － － 7,882,399 5.9 － －

 ４　自己株式 － － △3,621 △0.0 － －

 株主資本合計 － － 24,407,995 18.3 － －

 Ⅱ　評価・換算差額等       

 １　その他有価証券評
価差額金

－ － 3,092 0.0 － －

 ２　為替換算調整勘定 － － △464 △0.0 － －

 評価・換算差額等合
計

－ － 2,627 0.0 － －

 Ⅲ　少数株主持分 － － 230,917 0.2 － －

 純資産合計 － － 24,641,540 18.5 － －

 負債純資産合計 － － 133,296,046 100.0 － －
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(2) 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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益

１　営業貸付金利息 10,515,708 11,235,741 21,376,375

２　手形割引料 4,260 6,373 9,566

３　受入保証料 － 749,092 －

４　その他の金融収益 1,447,335 1,133,788 2,782,114

５　売上高 133,989 178,934 242,452

６　その他の営業収益 1,084,081 600,573 2,152,393

営業収益合計 13,185,375 100.0 13,904,504 100.0 26,562,902 100.0

Ⅱ　営業費用

１　金融費用 988,737 983,721 1,959,802

２　売上原価 97,153 161,164 193,659

３　その他の営業費用

(1)広告宣伝費 763,875 825,338 1,385,680

(2)貸倒損失 43,900 － 106,022

(3)貸倒引当金繰入額 4,158,422 2,640,769 7,928,561

(4)債務保証損失引当
金繰入額

－ 17,970 1,929

(5)利息返還費用 － － 1,168,371

(6)利息返還損失引当
金繰入額

－ 13,611,025 1,501,463

(7)従業員給与手当賞
与

1,258,851 1,426,693 2,908,729

(8)賞与引当金繰入額 355,647 382,378 351,221

(9)退職給付引当金繰
入額

59,802 55,366 117,268

(10)役員退職慰労引当
金繰入額

14,680 31,644 29,360

(11)減価償却費 555,275 354,754 1,109,423

(12)連結調整勘定償却
額

9,012 － 31,037

(13)のれん償却額 － 22,966 －

(14)その他 3,187,122 10,406,590 3,408,194 22,777,101 5,757,908 22,396,978

営業費用合計 11,492,481 87.2 23,921,988 172.0 24,550,440 92.4

営業利益又は営業損
失（△）

1,692,894 12.8 △10,017,484 △72.0 2,012,461 7.6

－ 18 －



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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅲ　営業外収益

１　受取利息 2,270 2,497 3,823

２　受取配当金 4,006 942 8,216

３　持分法による投資利
益

－ 12,884 －

４　受取手数料 16,470 25,043 47,183

５　受取地代家賃 24,811 25,882 49,599

６  受入出向料 24,770 43,215 59,530

７　保険金及び保険配当
金

1,319 29,187 35,106

８  移転保証金収入 13,537 － －

９　その他 3,837 91,022 0.7 11,437 151,090 1.1 25,337 228,798 0.9

Ⅳ　営業外費用

１　支払利息 28 － 32

２　新株発行費償却 － － 28,732

３　創立費償却 147 228 －

４  持分法による投資損
失

17,452 － 43,077

５　その他 － 17,628 0.1 3 232 0.0 234 72,077 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

1,766,287 13.4 △9,866,625 △71.0 2,169,183 8.2

－ 19 －



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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　特別利益

１　投資有価証券売却益  24,532 38,913 24,532

２　賞与引当金戻入益 － － 326

３　債務保証損失引当金
戻入益

 7,552  －  －  

４　その他  － 32,084 0.2 427 39,341 0.3 － 24,859 0.1

Ⅵ　特別損失

１　固定資産売却損  ※１ － － 122

２　固定資産除却損  ※２ 33,069 129,110 55,479

３　減損損失  ※３ － 61,150 －

４　投資有価証券売却損  － 34,723 －

５　過年度保険料  － － 13,653

６　その他 6,263 39,332 0.3 － 224,984 1.6 6,263 75,518 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（△）

1,759,039 13.3 △10,052,269 △72.3 2,118,524 8.0

法人税、住民税及び
事業税

382,260 1,284,320 1,035,048

法人税等調整額 344,088 726,349 5.5 △717,225 567,094 4.1 △126,554 908,494 3.4

少数株主利益 10,692 0.1 － － － －

少数株主損失 － － 79,193 0.6 17,911 0.1

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

1,021,997 7.8 △10,540,170 △75.8 1,227,942 4.6

－ 20 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 　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)

前連結会計年度の

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（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,716,949 6,716,949

Ⅱ　資本剰余金増加高   

   １ 増資による新株発行 － 1,234,396

 ２ 自己株式処分差益 － － 355,681 1,590,078

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
6,716,949 8,307,027

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 17,995,399 17,995,399

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間（当期）純利益 1,021,997 1,021,997 1,227,942 1,227,942

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 261,344 496,551

２　役員賞与 24,100 285,444 24,100 520,651

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）

残高
18,731,952 18,702,690

－ 21 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高

（千円）
8,222,189 8,307,027 18,702,690 △3,441 35,228,466

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △261,080  △261,080

役員賞与(注)   △19,040  △19,040

中間純損失   △10,540,170  △10,540,170

自己株式の取得    △180 △180

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △10,820,291 △180 △10,820,471

平成18年９月30日　残高

（千円）
8,222,189 8,307,027 7,882,399 △3,621 24,407,995

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

(千円)
3,099 － 3,099 310,110 35,541,677

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)     △261,080

役員賞与(注)     △19,040

中間純損失     △10,540,170

自己株式の取得     △180

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△7 △464 △472 △79,193 △79,665

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
△7 △464 △472 △79,193 △10,900,136

平成18年９月30日　残高

(千円)
3,092 △464 2,627 230,917 24,641,540

（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。

－ 22 －



(4) 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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の連結

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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)純利

益又は税金等調整前中間純損

失

1,759,039 △10,052,269 2,118,524

減価償却費 556,360 356,202 1,111,855

固定資産売却損 － － 122

固定資産除却損 27,968 125,705 43,102

減損損失 － 61,150 －

連結調整勘定償却額 9,012 － 31,037

のれん償却額 － 22,966 －

退職給付引当金の増加額 20,421 21,299 41,234

役員退職慰労引当金の増加額 14,680 31,644 29,360

賞与引当金の増加額 12,622 36,331 5,659

貸倒引当金の増減額 504,246 △1,729,027 557,878

債務保証損失引当金の増減額 △7,552 17,970 1,929

利息返還損失引当金の増加額 － 12,596,645 1,501,463

受取利息及び受取配当金 △6,402 △4,481 △12,257

投資有価証券売却益 △24,532 △38,913 △24,532

投資有価証券売却損 － 34,723 －

支払利息 988,766 951,376 1,959,835

持分法による投資損益 17,452 △12,884 43,077

創立費償却 147 228 －

貸倒償却額 3,692,949 4,375,228 7,467,496

営業貸付金の貸付額 △33,981,408 △36,427,285 △65,991,012

営業貸付金の回収額 19,147,012 23,050,080 40,369,685

営業貸付金の譲渡額 6,960,681 1,953,681 9,346,271

割賦売掛金の増加額 － △1,313,339 △1,142,825

破産、更生債権等の増加額 △12,800 △42,248 △69,706

受取手形及び売掛金の増加額 △56,580 △572,077 1,864

たな卸資産の増減額 △14,446 7,018 △16,617

その他の流動資産の増加額 △738,690 △36,564 △655,153

長期前払費用の増減額 △946 61,721 △66,323
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の連結

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

買掛金の増減額 55,199 △30,154 31,248

その他の流動負債の増減額 188,500 829,642 △59,006

役員賞与の支払額 △24,100 △19,040 △24,100

その他 △54,007 △39,886 △83,352

小計 △966,405 △5,784,555 △3,483,239

利息及び配当金の受取額 6,339 4,449 12,131

利息の支払額 △1,019,562 △982,384 △2,056,585

法人税等の支払額 △654,868 △626,233 △978,698

営業活動によるキャッシュ・

フロー
△2,634,497 △7,388,723 △6,506,393

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
△104,254 △98,995 △129,932

無形固定資産の取得による支

出
△413,337 △333,944 △1,087,843

無形固定資産の売却による収

入
－ － 120

投資有価証券の取得による支

出
－ － △59,597

投資有価証券の売却による収

入
80,035 834,827 446,877

子会社株式の取得による支出 △210,000 － △210,000

その他の投資による支出 △94,965 △99,933 △114,021

その他の投資による収入 54,653 40,643 62,252

その他 △2,215 △1,018 △2,124

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△690,083 341,578 △1,094,269
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の連結

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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー

短期借入れによる収入 6,150,000 9,470,000 14,100,000

短期借入金の返済による支出 △6,853,000 △8,642,000 △12,287,000

コマーシャル・ペーパー発行

による収入
1,300,000 14,000,000 2,300,000

コマーシャル・ペーパー償還

による支出
△3,800,000 △7,000,000 △4,800,000

長期借入れによる収入 29,528,000 18,049,000 55,372,000

長期借入金の返済による支出 △21,118,122 △23,813,747 △44,233,862

社債の発行による収入 － 200,000 500,000

社債の償還による支出 △6,850,000 △400,000 △13,200,000

新株の発行による収入 － － 2,469,196

少数株主からの払込みによる

収入
90,000 － 90,000

自己株式の取得による支出 △605 △180 △762

自己株式の売却による収入 － － 911,251

配当金の支払額 △261,205 △260,632 △497,269

財務活動によるキャッシュ・

フロー
△1,814,932 1,602,440 723,553

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差

額
－ △464 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △5,139,514 △5,445,169 △6,877,109

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 22,829,581 15,952,471 22,829,581

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
 ※1 17,690,067 10,507,302 15,952,471
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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

項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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 (1)連結子会社の数　　４社

連結子会社名

（株）ビブレックス

（株）アプリス

（株）プリーバ

（株) メディファンス

（株)メディファンスは当中間

連結会計期間に新たに設立した

連結子会社であります。

(1)連結子会社の数　　５社

連結子会社名

（株）ビブレックス

（株）アプリス

（株）プリーバ

（株) メディファンス

APLIS VIETNAM CO.,LTD

　APLIS VIETNAM CO.,LTDは(株)

アプリスの100％子会社として当

中間連結会計期間に新たに設立

した連結子会社であります。

(1)連結子会社の数　　４社

連結子会社名

（株）ビブレックス

（株）アプリス

（株）プリーバ

（株) メディファンス（設立時は

㈱総合メディカル信販）

　（株)メディファンスは当連結

会計年度に新たに設立した連結

子会社であります。

(2)非連結子会社の名称等

  非連結子会社はありません。

(2)非連結子会社の名称等

同左

(2)非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社の数１社

会社名

ＳＢＩ債権回収サービス(株)

  エスビーアイ債権回収サービ

ス(株)は平成17年７月28日付で

ＳＢＩ債権回収サービス(株)に

商号変更しております。

(1)持分法適用の関連会社の数１社

会社名

ＳＢＩ債権回収サービス(株)

(1)持分法適用の関連会社の数１社

会社名

ＳＢＩ債権回収サービス(株)

  エスビーアイ債権回収サービ

ス(株)は平成17年７月28日付で

ＳＢＩ債権回収サービス(株)に

商号変更しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　連結子会社のうち APLIS 

VIETNAM CO.,LTDの中間決算日は６

月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、中間連

結決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

  すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

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)重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券 ①　有価証券 ①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

  中間連結決算日の市場価

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

　中間連結決算日の市場価

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

  連結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

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合の出資

（証券取引法第２条２項に

より有価証券とみなされる

もの）

　組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書類を基礎と

し、持分相当額で取り込む

方法によっております。

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合の出資

（証券取引法第２条２項に

より有価証券とみなされる

もの）

同左

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合の出資

（証券取引法第２条２項に

より有価証券とみなされる

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

③　たな卸資産

  個別法による原価法

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

４．会計処理基準に関する事

項

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(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

  定率法を採用しております。

  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

を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

  建物及び構築物　６～50年

  器具備品　　　　２～20年

①　有形固定資産

  主に定率法を採用しておりま

す。

  ただし、当社及び国内連結子

会社は平成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、定額法を採

用しております。

  なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

  建物及び構築物　６～50年

  器具備品　　　　２～20年

①　有形固定資産

  定率法を採用しております。

  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

を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

  建物及び構築物　６～50年

  器具備品　　　　２～20年

②　無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、営業権については、商

法施行規則の規定する最長期間

（５年）に基づく定額法を採用

しております。

  また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

   なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

  なお、営業権については、商

法施行規則の規定する最長期間

（５年）に基づく定額法を採用

しております。

  また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　─────────

 　　　　　　　　　　　　　

　　

②　─────────

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　─────────

 

 

②　社債発行費

　支出時に全額費用として

処理しております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　支出時に全額費用として

処理しております。

 ②　社債発行費

　　　　同左

(4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金 ①　貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備え

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。

同左 同左

②　賞与引当金 ②　賞与引当金 ②　賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を算出し、支

給見込額のうち、当中間連結会

計期間に負担すべき金額を計上

しております。

同左   従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を算出し、支

給見込額のうち、当連結会計年

度に負担すべき金額を計上して

おります。
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

４．会計処理基準に関する事

項

③　債務保証損失引当金 ③　債務保証損失引当金 ③　債務保証損失引当金

  金融機関等と提携している保

証受託業務に係る保証債務の履

行による損失に備えるため、当

中間連結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。

同左   金融機関等と提携している保

証受託業務に係る保証債務の履

行による損失に備えるため、当

連結会計年度末における損失発

生見込額を計上しております。

④　　─────────

 

 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に係る将

来の利息返還請求による損失に

備えるため、過去の返還実績を

踏まえ、かつ最近の返還状況を

考慮し、当中間連結会計期間末

における損失発生見込額を計上

しております。

（追加情報）

 「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」(日本公認会計士協会　平

成18年10月13日 業種別委員会

報告第37号）が公表され、利息

返還損失引当金の算定方法及び

合理的見積期間の考え方が整理

されたことを受け、当中間連結

会計期間より当該引当金計上額

の見積方法を変更しておりま

す。

　なお、この変更に伴い、従来、

貸倒引当金に計上していた営業

貸付金に優先的に充当される利

息返還損失見込額部分を、当中

間連結会計期間より利息返還損

失引当金に計上しておりま

す。

　また、利息返還損失引当金の

うち、一年以内の使用見込額を

流動負債の部に、それ以外につ

いては、固定負債の部に、それ

ぞれ、「利息返還損失引当金」

として計上しております。

④　利息返還損失引当金

  将来の利息返還請求による損

失に備えるため、過去の返還実

績を踏まえ、かつ最近の返還状

況を考慮し、当連結会計年度末

における損失発生見込額を計上

しております。

（追加情報）

  従来、利息返還金は確定時に

未払金を計上する処理をしてお

りましたが、昨今における法的

債務整理事案の増加に伴い利息

返還金、及び貸倒関連費用が増

加していること、並びに当連結

会計年度においてみなし弁済規

定の適用を厳格に解する最高裁

判決が出されたことに伴い、将

来の利息返還費用の重要性も高

まってきたため、当連結会計年

度より利息返還請求による損失

発生見込額を計上しておりま

す。

  この結果、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ1,501,463千円減少

しております。
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

４．会計処理基準に関する事

項

⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金 ⑤　退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当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。

  なお、過去勤務債務は、各連

結会計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（10年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。

  また、数理計算上の差異は、

各連結会計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（10年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

同左

 

 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当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。

  なお、過去勤務債務は、各連

結会計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（10年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。

  また、数理計算上の差異は、

各連結会計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（10年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

   （会計方針の変更）

　「『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)を当

連結会計年度より適用しており

ます。

　この変更に伴う影響はありま

せん。

⑥　役員退職慰労引当金 ⑥　役員退職慰労引当金 ⑥　役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

同左   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上し

ております。
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

４．会計処理基準に関する事

項

(5)重要なリース取引の処理方法 (5)重要なリース取引の処理方法 (5)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 同左

(6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法

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、特例処理の要件を満

たす金利キャップ取引及び金利

スワップ取引については、特例

処理を採用しております。

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

金利キャップ取引

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

長期借入金

  ヘッジ対象

借入金

  ヘッジ対象

長期借入金

③　ヘッジ方針

  変動金利支払いの長期借入金

について、将来の取引市場での

金利上昇が支払利息に及ぼすリ

スクを一定の範囲に限定する目

的で、金利キャップ取引及び金

利スワップ取引を利用しており

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事に

より行っております。

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
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項目

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

４．会計処理基準に関する事

項

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7)その他連結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 ①　収益及び費用の計上基準 ①　収益及び費用の計上基準

ⅰ 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、利息制限法上

限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。

ⅰ 営業貸付金利息

同左

ⅰ 営業貸付金利息

同左

ⅱ 個品あっせん手数料

  個品あっせん顧客手数料及び

加盟店手数料は、期日到来基準

による７・８分法により計上し

ております。

ⅱ 個品あっせん手数料

  個品あっせん顧客手数料及び

加盟店手数料は、期日到来基準

による７・８分法等により計上

しております。

ⅱ 個品あっせん手数料

同左

ⅲ 信用保証収益

  信用保証収益については、残

債方式により計上しております。

ⅲ 信用保証収益

同左

ⅲ 信用保証収益

同左

②　消費税等の会計処理 ②　消費税等の会計処理 ②　消費税等の会計処理

  税込方式によっております。   主に税込方式によっておりま

す。

  税込方式によっております。

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

  手許現金及び要求払預金のほか取

得日より３ヶ月以内に満期日が到来

する定期性預金であります。

同左 同左
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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。

  これによる損益に与える影響はありません。

─────────  （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」（「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）を当連結会計年度よ

り適用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。

───────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間連結会計期間より、「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24,410,623千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

─────────
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表示方法の変更

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）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

───────── （中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しておりま

す。

 ２．前中間連結会計期間末まで流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「コマーシャル・ペーパー」は、当中間連結会計期間

末において負債及び純資産の合計額の100分の５を超えることとなっ

たため、区分掲記することに変更しました。

　　なお、前中間連結会計期間末の流動負債の「その他」に含まれて

いる「コマーシャル・ペーパー」は1,000,000千円であります。

（中間連結損益計算書）

  前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受入出向料」は営業外収益の100分の10を超えることと

なったため、区分掲記することに変更しました。

  なお、前中間連結会計期間における「受入出向料」の金額は3,236千

円であります。 

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで営業収益の「その他の営業収益」に含め

て表示しておりました「受入保証料」は重要性が増したため、区分

掲記することに変更しました。

　なお、前中間連結会計期間における「受入保証料」の金額は

732,962千円であります。 

 ２．前中間連結会計期間において、「その他の営業費用」に「連結調

整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「のれん償却額」と表示しております。

───────── (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

１. 前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当

中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。

２. 前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「受取手形及び売掛金の増加額」に含めて表示しておりま

した「割賦売掛金の増加額」は重要性が増したため区分掲記してお

ります。

　なお、前中間連結会計期間における「割賦売掛金の増加額」の金

額は59,044千円であります。 
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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）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

営業貸付金 35,677,155千円

投資有価証券 813,030 

計 36,490,185 

営業貸付金 22,280,385千円 営業貸付金 32,709,700千円

上記に対応する債務は次の通りであり

ます。

上記に対応する債務は次の通りであり

ます。

上記に対応する債務は次の通りであり

ます。

短期借入金 625,000千円

一年内返済予
定長期借入金

21,218,242

長期借入金 16,448,718

計 38,291,960

短期借入金 1,900,000千円

一年内返済予
定長期借入金

20,317,900

長期借入金 12,793,703

計 35,011,603

短期借入金 1,725,000千円

一年内返済予
定長期借入金

21,296,388

長期借入金 15,229,832

計 38,251,220

※２．営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の

額

※２．営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の

額

※２．営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の

額

78,537,681千円 84,714,308千円 82,350,836千円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 ※３．有形固定資産の減価償却累計額

3,439,395千円 2,958,299千円 3,502,971千円

　４．偶発債務 　４．偶発債務 　４．偶発債務

1.生命保険会社から

の不動産担保借入

債務に対する保証 2,911千円

2.金融機関からの無

担保小口消費貸借

債務に対する保証 17,748,318

計 17,751,229

1.生命保険会社から

の不動産担保借入

債務に対する保証 2,347千円

2.金融機関からの無

担保小口消費貸借

債務に対する保証 4,052,587

3.金融機関からの無

担保少額事業者向

け金銭消費貸借債

務に対する保証 24,562,316

計 28,617,251

1.生命保険会社から

の不動産担保借入

債務に対する保証 2,639千円

2.金融機関からの無

担保小口消費貸借

債務に対する保証 4,139,325

3.金融機関からの無

担保少額事業者向

け金銭消費貸借債

務に対する保証 14,935,908

計 19,077,874

－ 35 －



前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

※５．不良債権の状況 ※５．不良債権の状況 ※５．不良債権の状況

区分 金額（千円）

破綻先債権 484,712

延滞債権 2,571,758

三ヶ月以上延滞債権 1,641,281

貸出条件緩和債権 5,890,945

合計 10,588,697

区分 金額（千円）

破綻先債権 642,485

延滞債権 2,948,574

三ヶ月以上延滞債権 2,033,324

貸出条件緩和債権 6,332,848

合計 11,957,233

区分 金額（千円）

破綻先債権 513,514

延滞債権 2,900,273

三ヶ月以上延滞債権 1,708,093

貸出条件緩和債権 5,736,795

合計 10,858,677

（注）１．破綻先債権とは、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

（注）１．破綻先債権とは、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

（注）１．破綻先債権とは、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

２．延滞債権とは、元本又は利息の支払

いが約定日の翌日から六ヶ月以上遅

延しているもので、破綻先債権を除

く貸付金

２．延滞債権とは、元本又は利息の支払

いが約定日の翌日から六ヶ月以上遅

延しているもので、破綻先債権を除

く貸付金

２．延滞債権とは、元本又は利息の支払

いが約定日の翌日から六ヶ月以上遅

延しているもので、破綻先債権を除

く貸付金

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本又は

利息の支払いが約定日の翌日から

三ヶ月以上遅延しているもので、破

綻先債権及び延滞債権を除く貸付金

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本又は

利息の支払いが約定日の翌日から

三ヶ月以上遅延しているもので、破

綻先債権及び延滞債権を除く貸付金

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本又は

利息の支払いが約定日の翌日から

三ヶ月以上遅延しているもので、破

綻先債権及び延滞債権を除く貸付金

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事を目的とし

て、金利の減免（当社の正常債権に

適用される最低貸付金利を下回る貸

付金利の適用）、利息の支払猶予、

債権放棄その他債務者に有利となる

取り決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権及び三ヶ月以上延滞債

権を除く貸付金

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事を目的とし

て、金利の減免（当社の正常債権に

適用される最低貸付金利を下回る貸

付金利の適用）、利息の支払猶予、

債権放棄その他債務者に有利となる

取り決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権及び三ヶ月以上延滞債

権を除く貸付金

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事を目的とし

て、金利の減免（当社の正常債権に

適用される最低貸付金利を下回る貸

付金利の適用）、利息の支払猶予、

債権放棄その他債務者に有利となる

取り決めを行ったもので、破綻先債

権、延滞債権及び三ヶ月以上延滞債

権を除く貸付金
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

※６．コミットメントライン ※６．コミットメントライン ※６．コミットメントライン

営業貸付金の契約形態は主としてリボ

ルビングによる契約（限度内借入契約）

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件

について違反がない限り、利用限度枠の

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

12,927,144千円であります。このうちに

は、当中間連結会計期間末に残高がない

顧客の融資未実行残高

5,085,760千円が含まれております。

　なお、同契約は融資が実行されずに終

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グループの将来

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、その他相当の事由があ

るときは、融資の中止又は利用限度枠の

減額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、契約後も定期的に顧客の信用状

況等を把握し、契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。

営業貸付金の契約形態は主としてリボ

ルビングによる契約（限度内借入契約）

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件

について違反がない限り、利用限度枠の

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

12,203,158千円であります。このうちに

は、当中間連結会計期間末に残高がない

顧客の融資未実行残高5,098,560千円が

含まれております。

　なお、同契約は融資が実行されずに終

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グループの将来

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、その他相当の事由があ

るときは、融資の中止又は利用限度枠の

減額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、契約後も定期的に顧客の信用状

況等を把握し、契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。

　営業貸付金の契約形態は主としてリボ

ルビングによる契約（限度内借入契約）

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件

について違反がない限り、利用限度枠の

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

13,454,951千円であります。このうちに

は、当連結会計年度末に残高がない顧客

の融資未実行残高

5,268,210千円が含まれております。

　なお、同契約は融資が実行されずに終

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グループの将来

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、その他相当の事由があ

るときは、融資の中止又は利用限度枠の

減額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、契約後も定期的に顧客の信用状

況等を把握し、契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。

※７．　　　───────── ※７．中間連結会計期間末日満期手形 ※７．　　　─────────

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次の通りであります。

  　受取手形　　　　　14,285千円

　　商業手形　　　　　36,488
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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.　　　─────────  ※１.　　　─────────  ※１．固定資産売却損の内訳は次の通りであ

ります。

種類 金額（千円）

無形固定資産その他 122

合計 122

※２．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

種類 金額（千円）

建物及び構築物 27,099

器具備品 5,970

合計 33,069

種類 金額（千円）

建物及び構築物 9,753

器具備品 60,215

無形固定資産その他 59,141

合計 129,110

種類 金額（千円）

建物及び構築物 47,955

器具備品 7,524

合計 55,479

 ※３．　　　─────────  ※３．減損損失

　当社グループは当中間連結会計期間

において次の通り減損損失を計上して

おります。

 ※３．　　　─────────

 （減損損失を認識した資産）

 用途  種類  場所

営業資産 建物及び構築物 静岡県

営業資産 建物及び構築物 愛知県

営業資産 建物及び構築物 神奈川県

営業資産 建物及び構築物 岐阜県

営業資産 建物及び構築物 三重県

営業資産 建物 茨城県

営業資産 建物 福岡県

 （資産をグループ化した方法）

　当社グループは、金融サービス業について

は各営業店舗、その他事業については不動産

賃貸業、広告代理店業、情報処理サービス業

をグルーピングの最小単位としております。

 （減損損失の認識に至った経緯）

　当中間連結会計期間末において店舗の処分

に関する意思決定を行ったため、減損損失を

認識しました。

 （減損損失の金額）

建物及び構築物　　　　　　　61,150千円

 （回収可能価額の算定方法）

　回収可能価額は零としております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株数に関する事項

前連結会計年度末株式数

（千株）

当中間連結会計期間増加

株式数（千株）

当中間連結会計期間減少

株式数（千株）

当中間連結会計期間末株

式数（千株）

発行済株式

普通株式 23,211 － － 23,211

合計 23,211 － － 23,211

自己株式

普通株式　（注） 3 0 － 3

合計 3 0 － 3

 (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による増加であります。

 ２．新株予約権に関する事項

区分 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） 
当中間連結会

計期間末残高

（千円）
前連結会計年

度末

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少

当中間連結会

計期間末

提出会社 ストック・オプションとしての新株

予約権
－ － － － － －

(連結子会社)

(株)メディ

ファンス

ストック・オプションとしての新株

予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

 (注)１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

     ２．提出会社のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 　　３．(株)メディファンスのストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 　　４．会社法施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

３．配当に関する事項

 （1）配当支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 261,080 11.25 平成18年３月31日 平成18年６月26日

 （2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成18年11月20日

取締役会
普通株式 116,035  利益剰余金 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月18日
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 17,690,067 千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金、定期積金
－

現金及び現金同等物 17,690,067

現金及び預金勘定 10,507,302 千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金、定期積金
－

現金及び現金同等物 10,507,302

現金及び預金勘定 15,952,471 千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金、定期積金
－

現金及び現金同等物 15,952,471
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①　リース取引

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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

  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

  リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末残

高相当額

（千円）

器具備品 1,213,328 626,793 586,535

合計 1,213,328 626,793 586,535

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末残

高相当額

（千円）

器具備品 1,566,836 573,888 992,948

 その他 42,292 5,435 36,857

合計 1,609,128 579,323 1,029,805

取得価額相

当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高相

当額

（千円）

器具備品 1,568,033 577,804 990,228

合計 1,568,033 577,804 990,228

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 209,547千円

１年超 380,149

合計 589,697

１年内 311,395千円

１年超 721,751

合計 1,033,147

１年内 287,007千円

１年超 706,339

合計 993,347

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 143,046千円

減価償却費相当額 138,510 

支払利息相当額 7,167 

支払リース料 173,666千円

減価償却費相当額 166,882 

支払利息相当額 6,964 

支払リース料 317,340千円

減価償却費相当額 306,361 

支払利息相当額 13,756 

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

５．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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

 （減損損失について）

同左

 （減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 12,018 38,407 26,388

(2)債券

国債・地方債等 818,549 813,030 △5,519

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 830,567 851,437 20,869

（注）有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び時価が取得原価に比べ30％以上50％未

満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 361,550

匿名組合出資金等 399,064

 合計 760,614

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 60,606 65,750 5,143

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 60,606 65,750 5,143

（注）有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び時価が取得原価に比べ30％以上50％未

満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うこととしております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 1,560

匿名組合出資金等 374,009

 合計 375,569

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 71,606 115,151 43,544

(2)債券

国債・地方債等 818,612 780,230 △38,382

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他  － －

合計 890,218 895,381 5,162

（注）有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び時価が取得原価に比べ30％以上50％未

満下落しているもののうち時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 1,560

匿名組合出資金等 392,222

 合計 393,782
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　　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いるため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　　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 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利  キャップ取引 18,000,000 10,877 △32,345

合計 18,000,000 10,877 △32,345

　（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日現在）

　　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いるため、該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、金融サービス業の営業収益及び営業

利益の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店

がないため、該当事項はありません。

　当中間連結会計期間において、本邦の営業収益は全セグメントの営業収益の合計に占める割合が90％超である

ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、当該事項はありません。

　当中間連結会計期間において、海外売上高は、連結営業収益の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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 3,050.61 円

１株当たり中間純利益金額 97.76 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 1,051.86 円

１株当たり中間純損失金額 454.17 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。

　(株)クレディアは、平成17年11月18日付を

もって普通株式１株を２株に株式分割いたし

ました。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間における

１株当たり情報は以下の通りであります。

１株当たり純資産額 1,525.30 円

１株当たり当期純利益金額 48.88 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有する潜在

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 1,517.31 円

１株当たり当期純利益金額 56.92 円

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、希薄化効果を有する潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

　(株)クレディアは、平成17年11月18日付を

もって普通株式１株を２株に株式分割いたし

ました。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株

当たり情報は以下の通りであります。

１株当たり純資産額 1,489.60 円

１株当たり当期純利益金額 98.45 円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有する潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度末

(平成18年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） － 24,641,540 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 230,917 －

（うち、少数株主持分） (－) (230,917) (－)

普通株式に係る中間連結会計期間末(連結会計年度

末)の純資産額（千円）
－ 24,410,623 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間連結会計

期間末（連結会計年度末）の普通株式の数（千株）
－ 23,207 －

　　 ２．１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額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)

中間(当期)純利益又は中間純損失(△)（千円） 1,021,997 △10,540,170 1,227,942

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,040

（うち、利益処分による役員賞与金） (－) （－) (19,040)

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(△)（千円）
1,021,997 △10,540,170 1,208,902

期中平均株式数（千株） 10,453 23,207 21,238

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）純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

───────── 旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権方式によるス

トック・オプション538千株

（普通株式）

旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権方式によるス

トック・オプション538千株

（普通株式）
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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)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18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)クレディアは、平成17年８月18日開催

の当社取締役会において、株式分割に関し、

下記の通り決議し、株式分割を行っており

ます。

(1) 平成17年11月18日付をもって普通株式１

株を２株に分割する。

① 分割により増加する株式数

普通株式  10,765,500株

 ② 分割の方法

平成17年９月30日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株

主の所有株式数を１株につき２株の割

合をもって分割する。

 (2) 配当起算日

 平成17年10月１日

 (3) 会社が発行する株式の総数の増加

平成17年11月18日付をもって当社定款

を変更し、発行する株式の総数を

29,049,400株増加して、60,000,000株

とする。

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間連結会計期間及び前連結会計

年度における１株当たり情報並びに当期首に

行われたと仮定した場合の当中間連結会計期

間における１株当たり情報はそれぞれ以下の

通りとなります。

 
前中間連結

会計期間

当中間連結

会計期間

前連結会計

年度

１株当た

り純資産

額

1,446.10円 1,525.30円 1,489.60円

１株当た

り中間

（当期）

純利益金

額

45.66円 48.88円 98.45円

 

 ───────── ─────────

2. (株)クレディアは、平成17年10月24日開催

の取締役会決議に基づき、第６回無担保普

通社債（適格機関投資家限定）を発行いた

しました。

  その概要は次の通りであります。

(1)発行総額 500,000千円

(2)発行価格
額面100円につき

            金100円

(3)払込期日 平成17年10月28日

(4)利率 年0.84％

(5)償還期限 平成21年10月28日

(6)資金の使途 営業貸付金に充当

 

───────── ─────────
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５．営業実績
(1）営業収益

区分

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）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18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）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

営業貸付金利息 消費者ローン 9,165,935 69.5 9,789,332 70.4 18,619,774 70.1

ビジネスローン 927,481 7.0 893,657 6.4 1,854,941 7.0

不動産担保ローン 392,173 3.0 522,899 3.8 842,755 3.2

求償債権 30,118 0.2 29,852 0.2 58,903 0.2

小計 10,515,708 79.8 11,235,741 80.8 21,376,375 80.5

手形割引料 4,260 0.0 6,373 0.0 9,566 0.0

受入保証料 － － 749,092 5.4 － －

その他の金融収益 1,447,335 11.0 1,133,788 8.2 2,782,114 10.5

売上高 133,989 1.0 178,934 1.3 242,452 0.9

その他の営業収益 1,084,081 8.2 600,573 4.3 2,152,393 8.1

合計 13,185,375 100.0 13,904,504 100.0 26,562,902 100.0

　（注）１．「その他の金融収益」は、預金利息・匿名組合及び信託等分配金であります。

２．「売上高」の主なものは、販売用不動産・プログラム開発手数料収入・広告代理業手数料収入であります。

３．当中間連結会計期間の「その他の営業収益」は、償却債権取立益・受入手数料・個品あっせん収益等であります。

４．前中間連結会計期間及び前連結会計年度の「その他の営業収益」は、償却債権取立益・受入手数料・受入保証料・個品あっせん収益

等であります。

(2）商品別貸付残高（口座数・件数・金額）

Ａ．営業貸付金

区分

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

口座数

（口）

金額

（千円）

構成比

（％）

口座数

（口）

金額

（千円）

構成比

（％）
口座数

（口）

金額

（千円）

構成比

（％）

消費者ローン 177,427 77,677,113 79.2 182,730 84,205,652 76.9 180,687 81,482,043 79.4

ビジネスローン 7,609 8,992,636 9.2 7,473 8,910,641 8.1 7,699 9,154,938 8.9

不動産担保ローン 641 9,470,151 9.7 720 14,386,046 13.1 664 9,981,532 9.7

求償債権 3,932 1,900,448 1.9 4,183 2,058,019 1.9 4,148 1,996,548 2.0

合計 189,609 98,040,349 100.0 195,106 109,560,360 100.0 193,198 102,615,062 100.0

Ｂ．商業手形

区分

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

件数（件） 金額（千円） 件数（件） 金額（千円） 件数（件） 金額（千円）

商業手形 62 35,982 87 191,062 85 88,064

 （注）商業手形件数は、手形一葉を１件として数えております。
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