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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 12,680 1.8 △9,875 － △9,612 －

17年９月中間期 12,452 4.3 1,547 △6.1 1,699 △3.6

18年３月期 24,908  1,865  2,198  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △11,124 － △479 34

17年９月中間期 1,006 2.3 96 31

18年３月期 1,304  60 78

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態 （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 128,371 24,176 18.8 1,041 75

17年９月中間期 120,028 32,141 26.8 3,074 71

18年３月期 124,159 35,574 28.7 1,532 34

（注）①期末発行済株式数 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
②期末自己株式数 18年９月中間期    3,929株 17年９月中間期 311,878株 18年３月期 3,835株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 24,540  △11,526  △15,688  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△676円 03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 22.50 11.25 33.75

19年３月期（実績） 5.00 －
10.00

19年３月期（予想） － 5.00

※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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（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 16,379,728 8,844,690 14,541,597

２　営業貸付金
※1,2,

5,6
90,053,772 100,570,954 93,389,414

３　商業手形  ※７ 35,982 191,062 88,064

４　割賦売掛金 126,540 106,588 120,476

５　たな卸資産 25,738 42,026 25,738

６　関係会社短期貸付
金

－ 9,620,000 7,370,000

７　その他 12,702,828 8,147,342 7,825,631

貸倒引当金 △9,568,000 △7,372,446 △9,430,369

流動資産合計 109,756,590 91.4 120,150,217 93.6 113,930,553 91.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※３ 3,910,602 3,690,835 3,807,941

２　無形固定資産 1,727,320 1,996,361 2,021,474

３　投資その他の資産

(1)投資その他の資産 ※1,5 4,815,038 2,755,931 4,637,535

貸倒引当金 △181,000 △221,878 △237,630

計 4,634,038 2,534,053 4,399,904

固定資産合計 10,271,961 8.6 8,221,250 6.4 10,229,320 8.2

資産合計 120,028,552 100.0 128,371,467 100.0 124,159,874 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 2,532 － 3,469

２　短期借入金 ※１ 2,072,000 4,906,000 4,428,000

３　一年内返済予定長
期借入金

※１ 39,542,132 41,116,060 41,929,068

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 1,000,000

６　未払法人税等 375,000 1,322,000 655,000

７　賞与引当金 345,000 374,522 339,905

８　債務保証損失引当
金

284,000 291,000 284,000

９　利息返還損失引当
金

－ 4,038,434 1,500,000

10　その他 2,945,716 2,344,870 1,599,762

流動負債合計 52,266,381 43.5 63,858,886 49.8 53,089,204 42.8
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１　社債 1,600,000 784,000 1,100,000

２　長期借入金 ※１ 33,180,210 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 434,314 484,741 457,524

５　役員退職慰労引当
金

368,390 400,218 378,307

６　その他 37,383 39,422 38,835

固定負債合計 35,620,298 29.7 40,336,527 31.4 35,496,201 28.6

負債合計 87,886,680 73.2 104,195,414 81.2 88,585,406 71.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,987,389 5.8 － － 8,222,189 6.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 6,711,230 － 7,945,627

２  その他資本剰余金 5,718 － 361,400

資本剰余金合計 6,716,949 5.6 － － 8,307,027 6.7

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 341,830 － 341,830

２　任意積立金 17,354,372 － 17,354,372

３　中間（当期）未処
分利益

1,287,841 － 1,349,878

利益剰余金合計 18,984,044 15.8 － － 19,046,081 15.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

12,341 0.0 － － 2,609 0.0

Ⅴ　自己株式 △558,853 △0.5 － － △3,441 △0.0

資本合計 32,141,872 26.8 － － 35,574,467 28.7

負債資本合計 120,028,552 100.0 － － 124,159,874 100.0
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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（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 6.4 － －

 ２　資本剰余金

(1) 資本準備金 － 7,945,627 －

(2) その他資本剰余金 － 361,400 －

 資本剰余金合計 － － 8,307,027 6.5 － －

３　利益剰余金

(1) 利益準備金 － 341,830 －

(2) その他利益剰余金

固定資産圧縮積
立金

－ 23,186 －

別途積立金 － 18,130,000 －

繰越利益剰余金 － △10,847,340 －

利益剰余金合計 － － 7,647,677 6.0 － －

４　自己株式 － － △3,621 △0.0 － －

株主資本合計 － － 24,173,273 18.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等 

 １　その他有価証券評価
差額金

－ － 2,779 0.0 － －

評価・換算差額等
合計

－ － 2,779 0.0 － －

純資産合計 － － 24,176,053 18.8 － －

 負債純資産合計 － － 128,371,467 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記番
号

金額（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 9,749,164 10,302,267 19,656,969

２　手形割引料 4,260 6,373 9,566

３　受入保証料 － 841,828 －

４　その他の金融収益 1,447,333 1,133,750 2,782,108

５　商品売上高 － 9,000 －

６　その他の営業収益 1,251,450 387,601 2,459,506

営業収益合計 12,452,209 100.0 12,680,822 100.0 24,908,151 100.0

Ⅱ　営業費用

１　金融費用 910,672 854,432 1,779,404

２　商品売上原価 － 8,500 －

３　その他の営業費用 9,993,846 21,693,888 21,262,848

営業費用合計 10,904,518 87.6 22,556,820 177.9 23,042,253 92.5

営業利益又は営業損
失(△)

1,547,690 12.4 △9,875,998 △77.9 1,865,898 7.5

Ⅲ　営業外収益 ※１ 194,757 1.6 352,932 2.8 467,804 1.9

Ⅳ　営業外費用 ※２ 42,896 0.3 88,952 0.7 134,717 0.5

経常利益又は経常損
失(△)

1,699,551 13.6 △9,612,018 △75.8 2,198,985 8.8

Ⅴ　特別利益  41,532 0.3 38,913 0.3 41,532 0.2

Ⅵ　特別損失 ※3,4 39,586 0.3 1,016,619 8.0 75,628 0.3

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失(△)

1,701,497 13.7 △10,589,724 △83.5 2,164,889 8.7

法人税、住民税及び
事業税

335,334 1,267,024 946,551

法人税等調整額 359,347 694,681 5.6 △732,465 534,559 4.2 △85,720 860,830 3.5

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

1,006,815 8.1 △11,124,284 △87.7 1,304,059 5.2

前期繰越利益 281,026 － 281,026

中間配当額 － － 235,206

中間（当期）未処分
利益

1,287,841 － 1,349,878
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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

利益準
備金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

別途積立
金

固定資
産圧縮
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日 残高(千

円)
8,222,189 7,945,627 361,400 8,307,027 341,830 17,330,000 24,372 1,349,878 19,046,081 △3,441 35,571,858

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)        △261,080 △261,080  △261,080

役員賞与(注)        △13,040 △13,040  △13,040

固定資産圧縮積立金取崩

(注)
      △1,185 1,185    

別途積立金の積立

(注)
     800,000  △800,000    

中間純損失        △11,124,284 △11,124,284  △11,124,284

自己株式の取得          △180 △180

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額)

           

中間会計期間中の変動額合

計(千円)
－ － － － － 800,000 △1,185 △12,197,219 △11,398,404 △180 △11,398,584

平成18年９月30日　残高

(千円)
8,222,189 7,945,627 361,400 8,307,027 341,830 18,130,000 23,186 △10,847,340 7,647,677 △3,621 24,173,273

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

(千円)
2,609 2,609 35,574,467

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △261,080

役員賞与(注)   △13,040

固定資産圧縮積立金取

崩(注)
   

別途積立金の積立

(注)
   

中間純損失   △11,124,284

自己株式の取得   △180

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額)

169 169 169

中間会計期間中の変動額

合計(千円)
169 169 △11,398,414

平成18年９月30日　残高

(千円)
2,779 2,779 24,176,053

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

１．資産の評価基準及び評価

方法

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

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

２．固定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　　　　　６～50年

  構築物　　　　９～20年

  器具備品　　　２～20年

（1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

（1）有形固定資産

同左
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項目

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

２．固定資産の減価償却の方

法

（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．繰延資産の処理方法 (1) ─────────

 

 

(2) ─────────

（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。

（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．引当金の計上基準 （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。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

（2）賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を算出し、支

給見込額のうち、当中間会計期

間に負担すべき金額を計上して

おります。

（2）賞与引当金

同左

（2）賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額を算出し、支

給見込額のうち、当事業年度に

負担すべき金額を計上しており

ます。

（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。

（3）債務保証損失引当金

同左

（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

事業年度末における損失発生見

込額を計上しております。
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項目

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

４．引当金の計上基準 (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、当事業年度末にお

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、並びに当事業

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、当事業年度より利

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

益及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ1,500,000千円減少してお

ります。
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項目

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

４．引当金の計上基準 （5）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務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、過去勤務債務は、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（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、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。

（5）退職給付引当金

同左

 

 

（5）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務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、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（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、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理

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)を当事業年

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

  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。

（6)役員退職慰労引当金

同左

（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

に基づく期末要支給額を計上し

ております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。

  ただし、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

ヘッジ対象

長期借入金

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

 　  同左

 

ヘッジ対象

借入金

（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

（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

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

（1）収益及び費用の計上基準

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。

（1）収益及び費用の計上基準

ⅰ 営業貸付金利息

同左

（1）収益及び費用の計上基準

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

同左

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。 同左 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」（企業会計基準委員会　平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を当

期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。

───────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は24,176,053千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─────────
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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）

１．前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「関係会社短期貸付金」は、当中間会計期間において資産の

総額の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、前中間会計期間の流動資産の「その他」に含まれている

「関係会社短期貸付金」は5,130,000千円であります。

 

 

２．前中間会計期間まで流動負債の「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、当中間会計期間において

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、前中間会計期間の流動負債の「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）

１．前中間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、前中間会計期間における「受入保証料」の金額は877,409

千円であります。
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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．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

70,551,105千円 76,067,339千円 73,125,188千円

※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

3,445,474千円 2,966,574千円 3,514,290千円

　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

(3)子会社からの無担

保小口消費貸借債

務に対する保証 3,584,790

(4)子会社の金融機関

からの借入に対す

る債務保証 1,000,000

計 22,336,020

(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

(4)子会社からの無担

保小口消費貸借債

務に対する保証 2,144,415

(5)子会社の金融機関

からの借入に対す

る債務保証 1,200,000

計 31,961,667

(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

(4)子会社からの無担

保小口消費貸借債

務に対する保証 2,917,021

(5)子会社の金融機関

からの借入に対す

る債務保証 1,100,000

計 23,094,896
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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)

※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 404,424

延滞債権 2,464,358

三ヶ月以上延滞債権 1,556,864

貸出条件緩和債権 5,868,725

合計 10,294,372

区分 金額（千円）

破綻先債権 454,671

延滞債権 2,844,673

三ヶ月以上延滞債権 1,902,676

貸出条件緩和債権 6,188,754

合計 11,390,775

区分 金額（千円）

破綻先債権 378,695

延滞債権 2,756,738

三ヶ月以上延滞債権 1,623,195

貸出条件緩和債権 5,668,439

合計 10,427,069

（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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前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度末

(平成18年３月31日)

※６．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

11,786,944千円であります。このうちに

は、当中間会計期間末に残高がない顧客

の融資未実行残高

4,572,600千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

10,789,219千円であります。このうちに

は、当中間会計期間末に残高がない顧客

の融資未実行残高

4,469,000千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

11,902,878千円であります。このうちに

は、当事業年度末に残高がない顧客の融

資未実行残高4,691,200千円が含まれて

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．中間会計期間末日満期手形 ※７．　　　─────────

 中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、当中間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。

当中間会計期間末日満期手形の金額は、

次の通りであります。

　　商業手形　　　　　36,488千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 58,536千円

受取配当金 21,935 

受入出向料 55,809 

受取利息 114,327千円

受取配当金 38,852 

受入出向料 106,234 

受取利息 142,358千円

受取配当金 26,135 

受入出向料 142,389 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 42,896千円 支払利息 88,952千円 支払利息 108,020千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損

 ※３．特別損失のうち主要なもの

 

※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損

電話加入権 611千円 電話加入権 733千円

固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損

建物 18,757千円

構築物 7,984 

器具備品 5,970

計 32,712

建物 9,357千円

構築物 396 

器具備品 60,215

無形固定資産 59,141

計 129,110

建物 37,228千円

構築物 10,370 

器具備品 7,380

計 54,978

 ※４．　　　─────────  ※４．減損損失

　当中間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。

 ※４．　　　─────────

 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）

　当社は金融サービス業、不動産賃貸業に分

類しており、金融サービス業は各営業店舗を

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 46,342 千円

 構築物 14,808 

 計 61,150

　（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。

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 106,833 千円

無形固定資産 474,191

有形固定資産 86,595 千円

無形固定資産 292,916

有形固定資産 216,598 千円

無形固定資産 947,441
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数（千

株）

当中間会計期間増加株式

数（千株）

当中間会計期間減少株式

数（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

普通株式　（注） 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ものであります。
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①　リース取引

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

  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 1,194,733 612,753 581,980

合計 1,194,733 612,753 581,980

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 1,563,931 572,871 991,060

その他 13,403 1,340 12,063

 合計 1,577,335 574,212 1,003,123

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 1,548,063 562,314 985,749

合計 1,548,063 562,314 985,749

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 206,946千円

１年超 378,035

合計 584,981

１年内 305,227千円

１年超 700,982

合計 1,006,209

１年内 285,414千円

１年超 703,370

合計 988,785

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 141,025千円

減価償却費相当額 136,651 

支払利息相当額 7,113 

支払リース料 170,712千円

減価償却費相当額 164,128 

支払利息相当額 6,633 

支払リース料 313,300千円

減価償却費相当額 302,617 

支払利息相当額 13,571 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

同左 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

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 3,074.71 円

１株当たり中間純利益金額 96.31 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 1,041.75 円

１株当たり中間純損失金額 479.34 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。

  当社は、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 1,537.35 円

１株当たり当期純利益金額 48.15 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 1,532.34 円

１株当たり当期純利益金額 60.78 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。

  当社は、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

仮定した場合の前期における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 1,502.37 円

１株当たり当期純利益金額 95.33 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)２．１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)

純資産の部の合計額（千円） － 24,176,053 －

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － －

（うち、新株予約権） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間会計期間末(事業年度末)の純資産

額（千円）
－ 24,176,053 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間

末（事業年度末）の普通株式の数（千株）
－ 23,207 －

    １．１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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

　至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失(△)（千円） 1,006,815 △11,124,284 1,304,059

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 13,040

（うち、利益処分による役員賞与金） (－) （－) (13,040) 

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）
1,006,815 △11,124,284 1,291,019

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. 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

場合の前中間会計期間及び前事業年度における

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。

 
前中間会計

期間

当中間会計

期間
前事業年度

１株当た

り純資産

額

1,463.50円 1,537.35円 1,502.37円

１株当た

り中間

（当期）

純利益金

額

47.17円 48.15円 95.33円

 

───────── ─────────

2. 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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