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２００７年２月期  個別財務諸表の概要           2007 年４月４日 
 
上 場 会 社 名        イオンクレジットサービス株式会社          上場取引所 東証市場第一部 

コ ー ド 番 号         ８５７０                                     本社所在都道府県 東京都 
（URL http://www.aeoncredit.co.jp） 

代 表 者 役職名  代 表 取 締 役 社 長 氏名 森  美樹 
問合せ先責任者 役職名  取締役財務経理本部長 氏名 玉井 貢     TEL(03)5281－2057 

決算取締役会開催日 2007 年４月 ４日                       配当支払開始予定日  2007 年５月１６日 

定時株主総会開催日 2007 年５月１５日             単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

１．２００７年２月期の業績(２００６年２月２１日～２００７年２月２０日) 

(1) 経営成績             （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 

 
2007 年 2 月期 
2006 年 2 月期 

百万円   ％
１２５,１６９（１４.１）
１０９,７３６（１５.９）

百万円   ％
３０,４７８（△４.８）
３２,００１（１２.０）

百万円   ％
３１,６２７（△３.４）
３２,７２８（１１.９）

 
 

当期純利益 
1株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産
経常利益率

営業収益
経常利益率

 
2007 年 2 月期 
2006 年 2 月期 

百万円   ％
１７,９０２（△６.１）
１９,０５６（１２.７）

円  銭
114 09  
363 24 

円  銭
― ― 
― ―  

％ 
１３.８ 
１６.６ 

％
５.４
６.５

％
２５.３
２９.８

（注）①期中平均株式数 2007 年 2 月期 156,914,060 株  2006 年 2 月期 52,305,330 株 
②会計処理の方法の変更  有 
③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
④取扱高     2007 年 2 月期 2,180,248 百万円（対前期増減率 11.8％） 
       2006 年 2 月期 1,949,631 百万円（対前期増減率 15.0％） 
⑤2006 年 1 月 12 日開催の取締役会決議により、2006 年 2 月 20 日最終の株主に対して 2006 年 2 月 21 日付を
もって、普通株式 1 株につき 3 株の割合で株式分割しております。なお、1 株当たり指標遡及修正値につい
ては、60 頁に記載しております。 

(2)財政状態  

 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
2007 年 2 月期 
2006 年 2 月期 

百万円
６３７,０７７ 
５４４,２９３ 

百万円
１３６,３９６ 
１２３,５３９ 

％ 
     ２１.４ 
     ２２.７ 

円   銭
８６９ ２５ 

２,３６０ ８２ 

 (注) ①期末発行済株式数 2007 年 2 月期 156,914,239 株  2006 年 2 月期 52,304,694 株 

   ②期末自己株式数  2007 年 2 月期     52,769 株  2006 年 2 月期    17,642 株 

２．２００８年２月期の業績予想(２００７年２月２１日～２００８年２月２０日) 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
中 間 期 
（対前年同期増減率） 
通   期 

（対前期増減率） 

百万円 
６３,０００ 
（２.６％） 

１３０,０００ 
（３.９％） 

百万円
１３,０００ 
（△９.８％）
２７,６００ 
（△９.４％）

百万円 
  １３,６００ 
（△１０.０％） 
   ２８,６００ 
 （ △９.６％） 

百万円
   ８,２００ 
（△９.５％） 
 １６,２００ 
（△９.５％） 

（注）取扱高は中間期 1,170,000 百万円（対前年同期増減率 9.2％）、通期 2,500,000 百万円（対前期増減率 14.7％）

を見込んでおります。 
（参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 103 円 24 銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり年間配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（百万円） 

配当性向 
（％） 

純資産 
配当率(％)

2006 年 2 月期 ３５.００ ５５.００ ９０.００ ４,７０７ ２４.８ ３.８

2007 年 2 月期 １５.００ ２５.００ ４０.００ ６,２７６ ３５.１ ４.６

2008 年 2 月期(予想) １５.００ ２０.００ ３５.００   

（注）2007 年 2 月期期末配当金の内訳 普通配当 20 円 00 銭 記念配当 5円 00 銭 

 

 
※上記数値予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想と異なる結果となる可能性があります。 
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１【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（2006年２月20日現在） 
当事業年度 

（2007年２月20日現在） 
増減 
（△は減）

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）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  12,153 16,056  3,902

２．割賦売掛金 ※１ 148,821 197,211  48,390

３．営業貸付金 ※１ 349,904 385,585  35,681

４．立替金  3,920 3,340  △580

５．前払費用  837 663  △174

６．繰延税金資産  9,627 13,885  4,257

７．未収入金  7,419 7,996  576

８．未収収益  4,703 6,053  1,350

９．その他  451 1,696  1,245

貸倒引当金  △22,639 △33,564  △10,925

流動資産合計  515,200 94.7 598,924 94.0 83,723

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  1,054 1,247   

減価償却累計額  513 541 660 587  46

(2）車両運搬具  6 6   

減価償却累計額  0 6 1 5  △1

(3）器具備品  12,567 12,926   

減価償却累計額  10,049 2,517 9,615 3,311  793

有形固定資産合計  3,065 0.6 3,904 0.6 839
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前事業年度 

（2006年２月20日現在） 
当事業年度 

（2007年２月20日現在） 
増減 
（△は減）

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）

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  4,087 4,936  848

(2）電話加入権  37 37  －

無形固定資産合計  4,125 0.7 4,974 0.8 848

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  12,806 13,897  1,090

(2）関係会社株式  6,013 9,131  3,117

(3）長期前払費用  700 3,674  2,974

(4）差入保証金  2,109 2,170  60

(5）前払年金費用  36 －  △36

(6）その他  234 285  51

投資その他の資産合計  21,901 4.0 29,159 4.6 7,257

固定資産合計  29,092 5.3 38,037 6.0 8,944

Ⅲ 繰延資産    

社債発行費  － 115  115

繰延資産合計  － － 115 0.0 115

資産合計  544,293 100.0 637,077 100.0 92,784
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前事業年度 

（2006年２月20日現在） 
当事業年度 

（2007年２月20日現在） 
増減 
（△は減）

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）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２ 48,378 58,170  9,791

２．短期借入金  1,300 14,400  13,100

３．1年以内返済予定の長期
借入金 

 38,300 58,800  20,500

４．1年以内償還予定の社債  － 10,000  10,000

５．コマーシャル・ペーパー  7,000 －  △7,000

６．未払金  4,863 5,291  427

７．未払費用  1,411 1,586  175

８．未払法人税等  9,367 10,061  693

９．前受収益  275 284  8

10．預り金  1,151 1,179  27

11．賞与引当金  184 185  1

12．役員賞与引当金  － 60  60

13．ポイント制度引当金  1,900 2,669  769

14．利息返還損失引当金  223 －  △223

15．その他  174 144  △30

流動負債合計  114,530 21.0 162,832 25.6 48,302

Ⅱ 固定負債    

１．社債  90,000 100,000  10,000

２．長期借入金  213,400 228,200  14,800

３．繰延税金負債  2,823 278  △2,545

４．利息返還損失引当金  － 6,965  6,965

５．退職給付引当金  － 40  40

６．その他  － 2,362  2,362

固定負債合計  306,223 56.3 337,847 53.0 31,624

負債合計  420,754 77.3 500,680 78.6 79,926
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前事業年度 

（2006年２月20日現在） 
当事業年度 

（2007年２月20日現在） 
増減 
（△は減）

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）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 15,466 2.8 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  17,046 －   

 ２．その他資本剰余金    

    自己株式処分差益  4 －   

資本剰余金合計  17,051 3.1 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

 １．利益準備金  3,687 －   

 ２．任意積立金    

  （１）特別償却準備金  49 －   

  （２）別途積立金  51,995 －   

 ３．当期未処分利益  29,981 －   

   利益剰余金合計  85,713 15.8 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  5,396 1.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４ △88 △0.0 － － －

    資本合計  123,539 22.7 － － －

    負債及び資本合計  544,293 100.0 － － －

    
（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  － － 15,466 2.4 －

 ２．資本剰余金    

  （１）資本準備金  － 17,046   

  （２）その他資本剰余金  － 6   

資本剰余金合計  － － 17,053 2.7 －

 ３．利益剰余金    

  （１）利益準備金  － 3,687   

  （２）その他利益剰余金    

     特別償却準備金  － 6   

     別途積立金  － 65,995   

     繰越利益剰余金  － 28,639   

   利益剰余金合計  － － 98,328 15.4 －

 ４．自己株式  － － △90 △0.0 －

    株主資本合計  － － 130,758 20.5 －

Ⅱ 評価・換算差額等合計    

その他有価証券評価差額金  － － 5,638 0.9 －

評価・換算差額等合計  － － 5,638 0.9 －

純資産合計  － － 136,396 21.4 －

負債純資産合計  － － 637,077 100.0 －
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②【損益計算書】 
  前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
 （自 2006年２月21日 
   至 2007年２月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

対前年比
（％） 

Ⅰ 営業収益    

１．総合あっせん収益  27,397 32,896   120.1

２．個品あっせん収益  18 14   80.6

３．融資収益  78,119 88,599   113.4

４．融資代行収益  2,386 1,934   81.1

５．償却債権回収益  511 483   94.5

６．その他の収益 ※１ 1,301 1,213   93.2

７．金融収益    

受取利息  0 27   3,561.5

営業収益合計  109,736 100.0 125,169 100.0 114.1

Ⅱ 営業費用    

１．販売費及び一般管理費    

(1）広告・販売促進費  8,424 9,280   110.2

(2）ポイント制度引当金繰入額  1,900 2,669   140.5

(3）貸倒損失  440 195   44.4

(4）貸倒引当金繰入額  19,489 26,325   135.1

(5）利息返還損失引当金繰入額  － 4,786   －

(6）役員報酬  134 142   105.5

(7）従業員給与賞与  8,600 8,919   103.7

(8）福利厚生費  2,233 2,346   105.1

(9）賞与引当金繰入額  184 185   100.7

(10）役員賞与引当金繰入額  － 60   －

(11）退職給付費用  196 204   104.1

(12）通信交通費  7,011 6,981   99.6

(13）租税公課  2,099 2,354   112.1

(14）賃借料  2,432 2,698   110.9

(15）ＣＤ運営費  2,715 2,632   97.0

(16）支払手数料  8,936 10,481   117.3

(17）カード発行費  2,199 2,479   112.7

(18）減価償却費  2,052 2,384   116.2

(19）システム運用費  1,407 1,682   119.6

(20）その他  3,466 3,233   93.3

販売費及び一般管理費合計  73,926 67.3 90,045 71.9 121.8
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前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

対前年比
（％） 

２．金融費用    

(1）支払利息  3,605 4,615   128.0

(2）その他  203 30   14.9

金融費用合計  3,809 3.5 4,645 3.7 122.0

営業費用合計  77,735 70.8 94,691 75.6 121.8

営 業 利 益  32,001 29.2 30,478 24.4 95.2

Ⅲ 営業外収益    

１．受取配当金 ※２ 949 1,354   142.7

２．その他  28 26   94.7

営業外収益合計  977 0.9 1,381 1.1 141.3

Ⅳ 営業外費用    

１．固定資産除却損  32 112   347.2

２．事務所撤去費用  75 107   142.0

３．為替差損  21 8   40.3

４．その他  120 2   2.5

営業外費用合計  250 0.3 231 0.2 92.6

経 常 利 益  32,728 29.8 31,627 25.3 96.6
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前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

対前年比
（％） 

Ⅴ 特別利益    

１.投資有価証券売却益  604 387   64.1

２.吸収分割に伴う抱合せ株式
消滅益 

※３ － 325   －

３.会員権売却益  － 16   －

特別利益合計  604 0.5 729 0.6 120.6

Ⅵ 特別損失    

１.ソフトウェア除却損  520 231   44.4

２.ポイント制度引当金繰入額 ※４ 1,057 －   －

３.利息返還損失引当金繰入額 ※５ 223 2,400   1,075.4

特別損失合計  1,800 1.6 2,631 2.1 146.1

税引前当期純利益  31,532 28.7 29,725 23.7 94.3

法人税、住民税及び事業税  17,246 18,789   108.9

法人税等調整額  △4,770 △6,966   146.0

法人税等合計  12,475 11.3 11,823 9.4 94.8

当 期 純 利 益  19,056 17.4 17,902 14.3 93.9

前期繰越利益  12,755 －  －

中間配当額  1,830 －  －

当期未処分利益  29,981 －  －

    

 

③【利益処分計算書又は利益処分案】 
  前事業年度 

（株主総会承認日 
2006年５月16日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   29,981 

Ⅱ 任意積立金取崩高    

特別償却準備金取崩高   21 

合計   30,002 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  2,876  

２．役員賞与金  57  

（内、監査役賞与金）  （   0）  

３．任意積立金    

別途積立金  14,000 16,933 

Ⅳ 次期繰越利益   13,069 
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④【株主資本等変動計算書】 
    当事業年度 （自 2006 年２月 21 日 至 2007 年２月 20 日）                             （単位：百万円） 

株主資本 

評価・

換算 

差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 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

特別

償却

準備金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

純資産

合計 

前事業年度末 

残高 
15,466 17,046 4 17,051 3,687 49 51,995 29,981 85,713 △88 118,142 5,396 123,539

事業年度中の 

変動額       

2006 年５月定時

株主総会にお

ける利益処分

による任意積

立金取崩項目 

    △21 21 -  - -

2006 年５月定

時株主総会に

おける利益処

分項目（注） 

    14,000 △16,933 △2,933  △2,933 △2,933

  剰余金の配当     △2,353 △2,353  △2,353 △2,353

特別償却準備

金の取崩 
    △21 21 -  - -

 当期純利益     17,902 17,902  17,902 17,902

 自己株式の取得     △4 △4 △4

 自己株式の処分   1 1 2 4 4

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額(純額) 

      242 242

事業年度中の 

変動額合計 
- - 1 1 - △43 14,000 △1,341 12,615 △1 12,615 242 12,857

当事業年度末 

残高 
15,466 17,046 6 17,053 3,687 6 65,995 28,639 98,328 △90 130,758 5,638 136,396

（注） 2006 年５月定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。 

      利益処分額 

１．配当金 2,876 百万円 

２．役員賞与金 57 百万円 

３．任意積立金  

別途積立金 14,000 百万円 

合計 16,933 百万円 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（子会社株式及び関連会社株式） 

移動平均法による原価法 

（子会社株式及び関連会社株式） 

 同    左 

 （その他有価証券） （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） 

・時価のないもの 

同    左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

３．固定資産の減価償却の方法

時価法によっております。 同    左 

(1）有形固定資産 経済的耐用年数に基づく定額法 同    左 

 主な資産の経済的耐用年数として、下記

の年数を採用しております。 

ＣＤ（キャッシュディスペンサー）４年

 

(2）無形固定資産 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年以内）に基

づく定額法によっております。 

同    左 

４．繰延資産の処理方法 

  社債発行費 

 

 

 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

 

 

社債の償還までの期間にわたり利息法に

より償却しております。 

（会計方針の変更） 

従来、社債発行費は支出時に費用処理し

ておりましたが、当事業年度より、社債

発行費を繰延資産として計上し、社債の

償還までの期間にわたり利息法により償

却する方法に変更しております。この変

更は、社債発行費についても社債利息と

同様に資金調達コストの一部を構成する

と考えられることから、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第19号 平成18年８月11日）の適

用を契機に、利息法で期間配分すること

により、一層の期間損益計算の適正化を

はかるために行ったものであります。 

この結果、従来の方法によった場合と比

較し、当事業年度の営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞれ115

百万円多く計上されております。 

 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

同    左 

 

６．引当金の計上基準   

(1）貸倒引当金 営業債権等の貸倒れによる損失に備え、

一般債権及び貸倒懸念債権毎にそれぞれ

過去の貸倒実績等を勘案して定めた一定

の基準により算出した必要額を計上して

おります。 

同    左 
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項目 
前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

(2）賞与引当金 従業員に対する賞与に備え、支給見込額

のうち当期に対応する負担額を計上して

おります。 

同    左 

(3）役員賞与引当金              役員に対する賞与に備え、支給見込額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平

成 17年 11月 29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比

較し、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益がそれぞれ60百万円減少してお

ります。 

(4) ポイント制度引当金 

 

 

 

当社が実施するポイント制度において、

カード会員に付与したポイントの使用に

より発生する費用負担に備え、当事業年

度末における将来使用見込額を計上して

おります。 

同    左 

(5）利息返還損失引当金 

 

将来の利息返還の請求に備え、過去の返

還実績等を勘案した必要額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

従来、支払時に費用処理していた利息の

返還額については、2006年1月に「貸金業

の規制等に関する法律」第43条（みなし弁

済規定）に関する最高裁判決が出されたこ

と、利息の返還額に金額的重要性が増して

きたことを鑑み、また、日本公認会計士協

会より「「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

査上の留意事項について」（日本公認会計

士協会リサーチ・センター審理情報［No.24］

平成18年３月15日）が公表されたことを踏

まえ、当事業年度より、将来の利息返還請

求により発生すると見込まれる額を引当計

上しております。なお、この変更により従来

と比較して、税引前当期純利益は223百万

円減少しております。 

将来の利息返還の請求に備え、過去の返

還実績等を勘案した必要額を計上しており

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、当事業年度より当該

引当金計上額の見積方法を変更するととも

に、固定負債に区分表示しております。 

なお、期首時点における当該報告に基づく

引当金計上額と前事業年度の見積方法に

よる引当金計上額（期首貸倒引当金からの

振替額1,430百万円を含む）との差額2,400

百万円は特別損失に計上しております。 

 

(6）退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備え、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき当期末において発生していると認

められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業

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翌期から費

用処理することとしております。 

同    左 
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項目 
前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

７．収益の計上基準 

(1）総合あっせん 

  

① 加盟店手数料 加盟店への立替払実行時に一括して計上

しております。 

同    左 

② 顧客手数料 残債方式による期日到来基準に基づき計

上しております。 

同    左 

(2) 個品あっせん   

① 加盟店手数料 加盟店への立替払実行時に一括して計上
しております。 

同    左 

② 顧客手数料 均分法による期日到来基準に基づき計上
しております。 

同    左 

(3) 融資 残債方式による発生主義に基づき計上し
ております。 

同    左 

８．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 

９．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。また、
特例処理の要件を満たす金利スワップ取
引については、特例処理によっておりま
す。 

 
同    左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

ヘッジ対象は借入金の金利変動リスクで

あり、これに対応するヘッジ手段は金利

スワップ及び金利オプション取引であり

ます。 

同    左 

(3) ヘッジ方針 

 

当社の規定に基づき、財務活動に係る金

利変動リスクをヘッジする目的に限定し

てデリバティブ取引を行っております。

同    左 

 

(4) ヘッジ有効性の評価方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、両者の変動額を基礎にして有効性を

評価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。 

同    左 

10．消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、長期前払消費税等として投資その他

の資産の「その他」に計上し、法人税法

の規定に定める期間で償却しておりま

す。 

同    左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

（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）が 2004 年３月 31 日以降に終了

する事業年度に係る財務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適

用指針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。 
      

                       

 

 

 

                     （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、136,396百万円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 
 

                     （企業結合に係る会計基準） 

当社は、2007 年２月 20 日付で当社の 100％子会社であ

るエヌ・シー・エス興産株式会社の事業の一部を吸収

分割しておりますが、当該取引については「企業結合

に係る会計基準」（「企業結合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 15 年 10 月

31 日））及び「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成 17 年 12 月 27 日）を適用してお

ります。 
 

 
表示方法の変更 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

（貸借対照表関係） 

 従来、無形固定資産に個別掲記していた「ソフトウェア

 仮勘定」は、当事業年度末においてソフトウェアの金額

 に占める重要性がなくなったため、無形固定資産の「ソ

 フトウェア」に含めて表示しております。なお、当事業

 年度末における当該金額は 320 百万円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
 至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
 至 2007年２月20日） 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が2003年３月31日に公布され、2004年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会  

実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費の「租税

公課」に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費の「租税公課」が261   

百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利  

益がそれぞれ同額減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（2006年２月20日現在） 

当事業年度 
（2007年２月20日現在） 

※１．割賦売掛金及び営業貸付金 ※１．割賦売掛金及び営業貸付金 

（１）部門別の割賦売掛金残高は次のとおりであります。（１）部門別の割賦売掛金残高は次のとおりであります。
 

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 148,688 

個品あっせん 132 

合計 148,821 

  

 

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 197,099 

個品あっせん 112 

合計 197,211 

  
（２）営業貸付金に含まれる信託受益権 

当期末の営業貸付金残高には、債権流動化に伴い

当社が保有した信託受益権5,714百万円が含まれ 

ております。 

 （３）割賦売掛金の売却取引 

   当期において、割賦売掛金のうちカードショッピン

グ（総合あっせん）の１回払い債権の一部（50,000

百万円）をコンチェルト・レシーバブルズ・コーポ

レーションに売却しております。 

（２）営業貸付金に含まれる信託受益権 

    当期末の営業貸付金残高には、債権流動化に伴い

当社が保有した信託受益権6,165百万円が含まれ  

ております。 

（３）割賦売掛金の売却取引 

当期において、割賦売掛金のうちカードショッピン

グ（総合あっせん）の１回払い債権の一部（40,217

百万円）をコンチェルト・レシーバブルズ・コーポ

レーションに売却しております。 
      
※２．関係会社に対する資産及び負債 ※２．関係会社に対する資産及び負債 
  

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

買掛金 5,758百万円
 

買掛金 7,379百万円
 

※３．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※３．  
 

授権株式数（普通株式） 180,000,000株

発行済株式数（普通株式） 52,322,336株
  

 
 

 
  

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式17,642

株であります。 

※４．  
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前事業年度 
（2006年２月20日現在） 

当事業年度 
（2007年２月20日現在） 

 ５．偶発債務  ５．偶発債務     

  経営指導念書等 

主要な関係会社の資金調達に関連して、親会社

として各社の健全な財政状態の維持責任を負

うこと等を約した経営指導念書等を金融機関

に差入れております。 

なお、上記の経営指導念書等のうち、「債務保

証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関

する監査上の取扱い」（平成11年２月22日 日

本公認会計士協会監査委員会報告第61号）に基

づく保証類似行為に該当するものはありませ

ん。 

  経営指導念書等 

同     左 

  ６．当座貸越契約、借入コミットメント契約及び貸出

コミットメント契約 

（１）当座貸越契約及び借入コミットメント契約 

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行数行と当座貸越契約及び借入コミッ

トメント契約を締結しております。これらの

契約に基づく借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越及び借入コミットメント極度額 41,450百万円 

借入実行額 800百万円 

差引：借入未実行残高 40,650百万円 

（２）貸出コミットメント契約 

   当社はクレジットカード業務に附帯するキ

ャッシング業務等を行っております。当該業

務における貸出コミットメントに係る貸出未

実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 3,989,053百万円 

貸出実行額 338,645百万円 

差引：貸出未実行残高 3,650,407百万円 

なお、上記には、流動化の対象とした債権に係

る金額を含んでおります。 

また、上記貸出コミットメント契約においては､

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査が貸

出の条件となっているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。 

  ６．当座貸越契約、借入コミットメント契約及び貸出

コミットメント契約 

（１）当座貸越契約及び借入コミットメント契約 

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行数行と当座貸越契約及び借入コミ

ットメント契約を締結しております。これら

の契約に基づく借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越及び借入コミットメント極度額 39,600百万円 

借入実行額 -百万円 

差引：借入未実行残高 39,600百万円 

（２）貸出コミットメント契約 

   当社はクレジットカード業務に附帯するキ

ャッシング業務等を行っております。当該業

務における貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 4,661,111百万円 

貸出実行額 374,082百万円 

差引：貸出未実行残高 4,287,029百万円 

なお、上記には、流動化の対象とした債権に係

る金額を含んでおります。 

また、上記貸出コミットメント契約においては､

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査が貸

出の条件となっているため、必ずしも全額が貸出

実行されるものではありません。 

 ７．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は5,396

百万円であります。 

  ７． 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

※１．その他の収益 ※１．その他の収益 

その他の主なものは会員誌購読料555百万円であ

ります。 

その他の主なものは会員誌購読料572百万円であ  

ります。 

※２．営業外収益には関係会社との取引に係るものが次

のとおり含まれております。 

※２．営業外収益には関係会社との取引に係るものが次

のとおり含まれております。 
 

受取配当金 866百万円
  

 
受取配当金 1,260百万円

  
※３.  ※３. 当社の100％子会社であるエヌ・シー・エス興産株

式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする分

割型吸収分割を行ったことにより生じたものであ

ります。 

※４．過年度に付与したポイントの使用に対応したもの

であります。 

※４．   

※５.  

 

 

※５．「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）が公表されたことを踏まえ、期首時点におけ

る当該報告に基づく引当金計上額と前事業年度の見

積方法による引当金計上額（期首貸倒引当金からの

振替額1,430百万円を含む）との差額を計上したもので

あります。 

 

６．部門別取扱高 

  総合あっせん   1,294,645百万円 

  個品あっせん      215百万円 

  融資        480,698百万円 

  融資代行      174,036百万円 

  その他          35百万円 

      合計      1,949,631百万円 

 

６．部門別取扱高 

  総合あっせん   1,516,639百万円 

  個品あっせん      184百万円 

  融資        521,640百万円 

  融資代行      141,750百万円 

  その他          33百万円 

       合計      2,180,248百万円 

 

（株主資本等変動計算書関係） 
 当事業年度 （自 2006 年２月 21 日 至 2007 年２月 20 日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数 

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式

数（株） 

普通株式 （注） 17,642 36,712 1,585 52,769

合計 17,642 36,712 1,585 52,769

（注）普通株式の自己株式の増加 36,712 株は、2006 年２月 21 日付で１株につき３株の割合で株式分割したことに伴

う 35,284 株の増加及び単元未満株式の買取りによる 1,428 株の増加であり、減少の 1,585 株は売却によるも

のであります。 
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（リース取引関係）        

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

（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 

（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 
（百万円） 

 減価償却
累計額 
相当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

車両運搬具 132  44  87 

器具備品 2,368  1,018  1,349 

ソフトウェア 195  105  90 

合計 2,696  1,168  1,528 
  

 

 
取得価額 
相当額 
（百万円）

 減価償却
累計額 
相当額 
（百万円） 

期末残高 
相当額 
（百万円）

車両運搬具 172  96  76 

器具備品 2,590  1,596  993 

ソフトウェア 194  149  45 

合計 2,958  1,842  1,116 
  

（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 

（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 655百万円

１年超 896百万円

 合計 1,551百万円
  

 
１年内 592百万円

１年超 537百万円

 合計 1,130百万円
  

（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 670百万円

減価償却費相当額 640百万円

支払利息相当額 27百万円
  

 
支払リース料 716百万円

減価償却費相当額 698百万円

支払利息相当額 20百万円
  

（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

定額法により算出しております。 

（５）利息相当額の算出方法 

 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。 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同    左 

 

（５）利息相当額の算出方法 

         同    左 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

 未経過リース料 

１年内 9百万円

１年超 4百万円

 合計 13百万円

 
（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。 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

 未経過リース料 

１年内 6百万円

１年超 5百万円

 合計 12百万円

 
（減損損失について） 

          同    左 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度（2006年２月20日現在） 当事業年度（2007年２月20日現在） 

 貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

貸借対照表
計上額 
（百万円）

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

子会社株式 2,365 28,249 25,883 2,649 37,492 34,842 

合計 2,365 28,249 25,883 2,649 37,492 34,842 

 （注）上記株式は、AEON CREDIT SERVICE（ASIA）CO.,LTD.及び AEON THANA SINSAP（THAILAND）PLC．であります。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  
割賦売掛金及び営業貸付金 3,885百万円

未収収益 619百万円

貸倒引当金 3,473百万円

ポイント制度引当金 767百万円

未払事業税 631百万円

利息返還損失引当金 90百万円

その他 159百万円

繰延税金資産合計 9,627百万円
 

  
割賦売掛金及び営業貸付金 2,923百万円

未収収益 781百万円

貸倒引当金 8,101百万円

ポイント制度引当金 1,078百万円

未払事業税 751百万円

その他 248百万円

繰延税金資産合計 13,885百万円
 

(2）固定の部 (2）固定の部 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  
有形固定資産 398百万円

一括償却資産 6百万円

ソフトウェア 165百万円

投資有価証券 57百万円

長期前払費用 177百万円

その他 109百万円

繰延税金資産小計 915百万円

評価性引当額 △46百万円

繰延税金資産合計 868百万円

 
 

  
利息返還損失引当金 2,814百万円

有形固定資産 392百万円

一括償却資産 24百万円

ソフトウェア 115百万円

長期前払費用 124百万円

その他 123百万円

繰延税金資産小計 3,594百万円

評価性引当額 △46百万円

繰延税金資産合計 3,547百万円

繰延税金負債との相殺 △3,547百万円

繰延税金資産の純額 －百万円
 

繰延税金負債 繰延税金負債 

前払年金費用 14百万円

特別償却準備金 19百万円

その他有価証券評価差額金 3,657百万円

繰延税金負債合計 3,691百万円

繰延税金負債の純額 2,823百万円
 

特別償却準備金 4百万円

その他有価証券評価差額金 3,822百万円

繰延税金負債合計 3,826百万円

繰延税金資産との相殺 △3,547百万円

繰延税金負債の純額 278百万円
 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
 

法定実効税率 40.4％
  

 
法定実効税率 40.4％

  
（調整） （調整） 

 
受取配当金等の一時差異でない項目 0.3％

外国税額控除 △0.3％

住民税均等割 0.3％

IT投資減税 △1.2％

その他  0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.6％

 
 

 
受取配当金等の一時差異でない項目 0.2％

外国税額控除 △0.4％

住民税均等割 0.3％

IT投資促進税制及び情報基盤強化税制 

による減税 

△0.5％

吸収分割に伴う抱合せ株式消滅益 △0.4％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.8％
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

１株当たり純資産額 2,360円82銭 869円25銭 

１株当たり当期純利益 363円24銭 114円09銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

潜在株式が存在しないため記載して 

おりません。 

同   左 

 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

当期純利益（百万円） 19,056 17,902 

普通株主に帰属しない金額（百万円）   57   － 

（うち役員賞与金） （    57） （     －） 

普通株主に係る当期純利益（百万円） 18,999 17,902 

期中平均株式数（株） 52,305,330 156,914,060 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 2005年２月21日 
至 2006年２月20日） 

当事業年度 
（自 2006年２月21日 
至 2007年２月20日） 

2006年１月12日開催の取締役会の決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

１．分割日 

  2006年２月21日 

２．分割により増加する株式数 

普通株式  104,644,672株 

３．分割方法 

2006年２月20日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載または記録された株主の所有株式数を、

１株につき３株の割合をもって分割いたしました。

 ４．配当起算日 

   2006年２月21日 

５．当社が発行する株式の総数 

    2006年２月21日付をもって当社定款を変更し、

発行する株式の総数を 180,000,000 株 から

360,000,000株増加して540,000,000株に変更い

たしました。 
   
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当事業年度における

１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

  前事業年度   当事業年度 

１株当たり純資産額 

677円30銭 

１株当たり純資産額 

     786円94銭 

１株当たり当期純利益 

     107円42銭 

１株当たり当期純利益

     121円８銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

潜在株式が存在しない

ため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

  同   左 
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（役員の異動） 2007 年５月 15 日付 

 

１．新任取締役及び新任監査役候補 

  取締役     浅沼 清保（現 業務推進本部長） 

 監査役（非常勤）若林 秀樹（現 イオン㈱財経本部長兼財務部長） 

  ※監査役候補の若林氏は、会社法第２条第 16 号に規定する社外監査役候補であります。 

 

２．役付取締役の変更 

  常務取締役   河田 和彦（現 取締役営業本部長） 

 

３．退任取締役及び退任監査役 

  取締役     葛西  謙 

  監査役（非常勤）原 周一郎 

 
 


