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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 26,268 15.9 △4,191 － △4,817 － △23,978 －

18年３月期 22,655 25.0 6,027 85.9 7,000 60.1 △24,956 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △218 20 － － △33.1 △2.2 △16.0

18年３月期 △225 75 － － △25.5 2.7 26.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 176,568 60,493 34.3 550 49

18年３月期 256,498 84,493 32.9 768 89

（参考）自己資本 19年３月期 60,493百万円 18年３月期 84,493百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 22,140 △1,812 △38,031 18,270

18年３月期 － － － －

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

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

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － 0 00 － － －

19年３月期 － － － － 0 00 － － －

20年３月期（予想） － － － － 0 00 － － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 8,500 △38.7 △6,100 － △6,100 － △6,200 － △56 42

通期 14,500 △44.8 △14,000 － △14,000 － △14,100 － △128 31
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　  有

②　①以外の変更　　　　　　　　  無

（注）詳細は、25ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 114,107,446株 18年３月期 114,107,446株

②　期末自己株式数 19年３月期 4,216,896株 18年３月期 4,216,327株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①　当期の経営成績

当期におけるわが国経済は、緩やかな景気拡大基調の中、中小企業においては、一部回復の兆しが見られるものの、

倒産件数は増加傾向にあるなど、依然、厳しい経営環境の中にあるといえます。

当業界におきましても、平成18年12月に貸金業規制法が改正され、概ね3年後には現行の29.2％の上限金利が20％

～15％に引き下げられることとなり、上限金利の引き下げに対応する新与信モデルへの移行が急務となっております。

また採算面から、事業者ローン事業から撤退する業者も見込まれ、業界を取り巻く経営環境は一層厳しい状況となっ

てきております。

このような状況下、当社の事業展開といたしましては、経営資源の集中による一層の効率化と、債権管理回収の強

化を図るため、平成18年4月1日に簡易合併により連結子会社である日本信用保証株式会社を吸収、当社組織内に管理

本部を新設し、経営の効率化を図るとともに経費の削減を行いました。次に、お客様の利息返還請求に対応するため、

平成13年度より係争関係損失引当金を設けており、不良債権を積極的に処理いたしております。また、将来への収益

の布石として、新事業戦略の推進部署として「マーケティング戦略部」を設置し、多様化する顧客のニーズに即した

新商品・新サービスの開発体制の強化を図っております。この一環として、平成19年5月18日の取締役会で賃貸保証

を主力業務とする全額出資子会社株式会社エムキャットの設立を決議しております。

当期の貸出面につきましては、上限金利引下げに対応すべく、新規顧客を対象として厳格な与信基準による融資利

率15％の商品の導入を図るとともに、既存顧客に対しても一層の途上与信管理を強化し、債権の良質化を図ってまい

りました。これにより、当期の営業貸付金残高は103,885百万円、商業手形残高は31,990百万円、合計の貸出金残高

は135,876百万円となりました。

損益面では、営業収益について、上半期は貸出金残高の増加により順調に推移しておりましたが、下半期には貸金

業規制法改正の影響を受け、与信基準を厳格化し、顧客の選別を強化したことで貸出金残高が減少したうえ、融資利

率15％の商品導入等により利息収入が減少した結果、26,268百万円となりました。営業総利益については、債権流動

化に伴う短期借入金の増加もあって、営業費用が4,299百万円となり、営業総利益は21,968百万円となりました。営

業利益については、販売費及び一般管理費が26,159百万円となり、4,191百万円の営業損失となりました。これは貸

倒関係費用において、日本公認会計士協会が平成18年10月13日に公表した「消費者金融会社等の利息返還請求による

損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」を受けて、将来のリスクを見積もったことや、不良債権の処理促

進により増加したことによるものであります。経常損失については、営業損失に営業外収益38百万円を加算し、営業

外費用664百万円を減じた結果、経常損失は4,817百万円となりました。税引前当期純損失については、主として、新

株予約権全額の消却、第1回・2回の2014年満期ユーロ円建普通社債の繰上償還による、新株予約権消却益672百万円

や社債発行差金償却789百万円及び社債発行費償却60百万円の計上、加えて、「消費者金融会社等の利息返還請求に

よる損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の適用に基づく前期の係争関係損失引当金の見直しによると

ころの貸倒引当金戻入益2,487百万円と係争関係損失引当金繰入額11,306百万円の計上によるもののほか、固定資産

等の減損処理の実施に伴う共用資産等の減損損失3,986百万円の計上により、経常損失に特別利益3,160百万円を加算

し、特別損失16,182百万円を減じた結果、税引前当期純損失は17,838百万円となりました。当期純損失については、

法人税、住民税及び事業税68百万円と今後の業績への影響を保守的に踏まえたところの繰延税金資産取崩による法人

税等調整額6,071百万円を減じて、当期純損失は23,978百万円(前期は、当期純損失24,956百万円)となりました。

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

営業収益、営業総利益、営業利益、経常利益および税引前当期純損失において、前期単体との業績比較は歪みが生じ

ることから、前年同期比の記載は省略しております。

 

②　次期の見通し

　 次期の業績につきましては、厳しい経営環境が続くものと予想されます。平成18年12月の貸金業規制法の改正によ

る上限金利引下げに対応した低金利の商品の導入拡大と新与信基準への移行に伴い、優良債権が積み上がるまでの間

の収益低下は避けられず、平成20年3月期の営業収益は14,500百万円（前期同期比44.8％減）を予想しております。

損益面におきましても、人件費・物件費について経営の効率化によるコスト削減を引き続き図るものの、貸倒関係費

用においては、顧客の信用収縮により法的債務整理や利息返還請求が高水準に推移することが予想されることから、

営業損失は14,000百万円（前期は、営業損失4,191百万円）、経常損失は14,000百万円（前期は、経常損失4,817百万

円）、当期純損失は14,100百万円(前期は、当期純損失23,978百万円)を予想しております。
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(2）財政状態に関する分析

 ①　資産・負債・純資産の状況

1）資産の部

当期末の資産合計は176,568百万円となり、前期末に比べて79,930百万円減少しました。資産減少の主な要因は、

社債の償還に伴う現金及び預金の減少28,300百万円、子会社吸収合併による子会社への長期貸付金の減少52,550百万

円および繰延税金資産の取崩6,049百万円によるものであります。

2）負債の部

当期末の負債合計は116,074百万円となり、前期末に比べて55,930百万円減少しました。負債の減少の主な要因は、

社債の償還による減少28,300百万円や子会社吸収合併による関係会社損失引当金の取崩44,835百万円が、主に債権流

動化に伴う短期借入金の増加13,770百万円を上回ったことによるものです。

3）純資産の部

　当期末の純資産合計は60,493百万円となり、前期末に比べて23,999百万円減少しました。純資産の減少の主な要因

は、当期純損失23,978百万円計上による多額のマイナスの繰越利益剰余金が発生したことであります。

 

②　キャッシュ・フローの状況

1）営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果増加した資金は22,140百万円となりました。この主な要因は、債権流動化による借入金の増加や与

信基準の厳格化による営業貸付金の減少等が、税引前当期純損失等の減少要因を上回ったことによるものです。

2）投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果減少した資金は1,812百万円となりました。この主な要因は、将来の安定的な不動産収入を見据え

た設備投資による有形固定資産の取得ならびにローコストオペレーションを実現するために基幹システムの再構築に

係るソフトウエアの開発によるものであります。

3）財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果減少した資金は38,031百万円となりました。これは、第1回・第2回の2014年満期ユーロ円普通社債

の繰上償還を行ったことや長期借入金の減少によるものであります。

この結果、当期末における現金及び現金同等物は、子会社との合併による現金及び現金同等物の受入1,229百万円

を含め、前期末より16,474百万円減少の18,270百万円となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

きましては、安定配当を基本としておりますが、当期につきましては、多額の損失計上となりましたので、当期末の

期末配当金は、見送りとさせていただくこととなりました。今後は、抜本的な経営改革に取り組み、できるだけ早く

復配できるよう業績の向上に努めてまいります。

 

(4）事業等のリスク

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

来に関する事項は、当決算発表日（平成19年5月18日）現在において当社が判断したものであります。

 

①　法律改正・規制変更に伴うリスク

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

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

 

②　貸金業規制法の業務規制に係るリスク

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

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

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

徹底および内部管理体制の強化に努めておりますが、違反が発生した場合には、行政処分または罰則の適用により、

業績に影響を及ぼす可能性があります。
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③　貸付金利の規制等に係るリスク

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

を上限として貸付を行っておりますが、平成18年12月に貸金業規制法が改正され、全面施行まで公布より概ね3年間

の移行期間が設けられているものの、現行の29.2％の上限金利が20％～15％に引き下げられることから、市場の大幅

な信用収縮やクレジットコストの増加が懸念され、当社の事業および業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。

 

④　利息返還損失増加に係るリスク

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

貸金業規制法第43条において、利息として任意に支払った額が利息制限法所定の利率を超過する場合であっても、一

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

ませんが、同条の規定については最高裁判所の判決により厳格な運用が求められており、同条の適用が否定される場

合があることから、この制限超過部分の返還に係る訴訟等が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります

 

⑤　貸付債権に係るリスク

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

権が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥　資金調達および資金調達費用に係るリスク

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

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

の上昇に対するヘッジを行っております。しかしながら、資金調達については、一定の財務制限条項または早期償還

事由が付されている場合があり、当該事由に抵触した場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

また、当社の信用力の低下等により貸付資金の調達が困難となった場合、または市場金利の上昇により、資金調達費

用が増加した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦　顧客情報の漏洩に係るリスク

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

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

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

報が外部に流出し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　競争激化に係るリスク

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

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

し、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、貸付に係る上限金利の引き下げは、事業者金融市場において、金

融機関等とのすみ分けが崩れ、競合が激化することにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨　情報システム・情報ネットワークシステムに係るリスク

当社は、経営効率化及びローコストオペレーションを実現するために基幹システムの再構築及び社内インフラの整

備を進めている結果、コンピュータシステム及びそのネットワークに当社事業を構成する種々の情報の管理を依存し

ております。そのため、セキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の構築など各種システムトラブル

対策を講じております。しかしながら、これら対策にも関わらず、人為的過誤、自然災害、停電、コンピュータウイ

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通信事業者等の第三者からのサポートサービスの中断等によ

り、当社に直接損害が生じるほか、当社の提供するサービスに対する信頼性の低下を招くなどの影響を及ぼす可能性

があります。
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２．企業集団の状況
 当社は、平成18年4月1日に全額出資子会社を吸収合併いたしましたので、当決算短信提出日現在、企業集団を構成

しておりません。当社の主要業務は、事業資金の貸付（手形貸付、証書貸付）、商業手形の割引および不動産の賃貸

業務です。

なお、近々のこととして、賃貸保証を主力業務とする全額出資子会社株式会社エムキャットの設立いたします。当

社との事業関連は、不動産の賃貸に係る業務の委託および当該の賃貸保証であります。

これらの、関係を図示しますと、次のとおりであります。

 

 

 

資金の貸付（手形貸付・証書貸付） 

手形の割引（商業手形割引）  

借入・割引申込み  

入居申込み 

サービス申込み  
保証委託契約 

賃料保証 

（代位弁済）  

保証料  

賃貸保証契約  

賃貸借契約  

不動産管理業務委託  

 

不動産管理会社 

 
顧客 

（中小企業） 

 
当社 

㈱ロプロ 

 
入居者 

契約者 

 
（連結子会社） 

㈱エムキャット 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、昭和45年設立以来、銀行の融資活動を補完する中小企業融資を専門とする金融機関として、日本経済の礎

である中小企業に安定した資金の提供を行ってまいりました。また、さらなる成長を期して平成14年11月に社名変更

し、「お客様の末永い繁栄」を経営理念として事業を展開しております。今後も、この理念に変わりなく、多様なニー

ズに対応した商品・サービスの開発、厳正な与信管理を実現し、経営効率の向上、経営資源の最適配分を図ってまい

ります。

 

(2）目標とする経営指標

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

視しております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

 当業界におきましては、平成18年12月に出資法の上限金利引下げや融資金額の総量規制の導入などを盛り込んだ貸

金業規制法が改正され、また、法的債務整理や利息返還請求が増加する中、平成18年10月13日に日本公認会計士協会

から公表された「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」を受け

て厳格な引当基準へ変更を余儀なくされるなど、環境の変化が激しいものとなりました。とりわけ出資法の上限金利

の見直しによる影響は、今後の当社の業績に大きな影響を及ぼすものと認識しております。当社は、このような課題

に迅速かつ的確に対応し、コンプライアンスの一層の徹底を図りながら収益力の強化と事業者金融会社としての社会

的責任の遂行によって、企業価値の向上に取り組んでまいります。主力となる金融事業におきましては、営業力の強

化および経営の効率化を推進する一方、上限金利引下げに対応した貸出資産の構築、多様なニーズに対応した商品・

サービスの提供、財務基盤の安定等による収益構造の変革、与信基準の厳格化、組織再編によるリスクコントロール

の強化、コスト構造の変革を通じて、信頼される企業を目指してまいります。

当社は、長期的・持続的成長を目指して、次のとおり対処してまいります。

 

①　収益構造の変革

1）上限金利引下げに対応した貸出資産の構築

上限金利引下げに対応した収益モデルを構築するために、既存貸付金の継続時の与信基準を厳格化するとともに、

貸倒リスクの低い優良な新規顧客の獲得を推進します。そのため営業社員の新規顧客獲得のプロモーションに振り

向ける力を増大するべく、支店でのマーケティングを「営業貸付金」の新規獲得と「商業手形割引」のみとし、本

社（本店）が、「営業貸付金」の既存顧客のマーケティングを行う体制に移行します。また支店での新規顧客営業

を、全国14箇所で稼動しているコールセンターがサポートすることにより一層のシナジー効果が得られるものであ

ります。

2） 商品戦略

ア.「商業手形割引」においては、厳格なリスク管理により、新規顧客の獲得に注力してまいります。平成18年9

月には、大都市圏における商業手形割引の推進および優良顧客層の開拓を目的とした「フィナンシャルプラザ東京」

および「フィナンシャルプラザ大阪」を開設し、割引利率の多様化等により、幅広い顧客層の獲得に注力してまい

ります。

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

増加を図ってまいります。そのための施策として、平成18年8月より、新規顧客の獲得を目的とした「ビジネスロー

ンＡ（エース）」（貸付利率19.5％）の販売を開始し、また10月には既存顧客向けの優遇金利商品として、「Ｖａ

ｌｕｅ Ａｄｖｉｃｅ Ｐｌａｎ（ＶＡＰ）ローン」（貸付利率20.0％・22.5％）の取扱いを開始し、続いて、平成

19年1月から「ビジネスローンスーパーＡ（エース）」（貸付利率15.0％）の販売を開始しております。今後も上限

金利の引下げを視野に入れて、商品の多様化を進めてまいります。

ウ.「証書貸付」については、これまでの自由返済方式の商品にかわり、元利均等返済方式の商品販売を本格的に

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

の良質化を図ってまいります。
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3）新事業の育成

従来と異なる顧客層のニーズを探るために、東京・大阪に「フィナンシャルプラザ」を設置し、支店としての営

業活動と並行して市場のニーズを探る拠点といたしました。ここから発信される事業シーズを具体化する新事業戦

略の推進部署として「マーケティング戦略部」を設置し、多様化する顧客のニーズに即した新商品・新サービスの

開発体制の強化を図っております。

その一環として、平成19年5月18日の取締役会で賃貸保証を主力業務とする全額出資子会社株式会社エムキャット

の設立を決議しております。賃貸保証は、新しい事業でありますが、当社の営業基盤・事務処理能力・インフラを

有効活用できる分野であり、収益増加に注力してまいります。

4) 資金調達力の強化

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

ております。

 

②　リスクコントロールの強化

1）与信基準の厳格化

信用リスク分析の専門部署として「信用リスク調査部」を設置し、与信基準の見直しを図ってまいりました。そ

の成果として、営業貸付金については、上限金利引下げに対応し、リスクコントロールを強化する与信基準に変更

し、精度向上に取り組んでおります。商業手形割引においても、過去の履歴分析から、割引利率・割引枠の見直し、

リスクに見合ったプライシングの運用に注力しております。

2）組織統合

平成19年2月に与信管理部門である審査本部を債権管理回収部門である管理本部に吸収させ、与信管理機能を統

合・集約することにより、回収の見地を加えた与信基準を設定、信用リスク管理の実効性を高めるとともに、債権

管理体制の強化を図っております。

3）営業部員の意識改革

従来の、貸倒れの少ない優良顧客層から一定数の倒産を織り込んだ顧客層にわたる広範な顧客層への営業から、

優良顧客中心のプライムマーケットに絞り込んだ営業活動へのシフトには営業部員の意識改革が必須であります。

与信基準の厳格化と並行して、倒産・発生情報の共有、発生実績率も加味した営業店毎に異なる与信基準割当、回

収交渉の分担等を通し、営業部員の意識改革にも取り組んでおります。

 

③　コスト構造の変革

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

の再構築をすすめます。また、それら社内インフラを整備し、業務改革を推進いたします。

1）支店のスリム化

従来支店には大きな資料保存スペースが必要でしたが、資料の電子化を進め、平成19年１月より東京地区で資料

保存スペースの無い営業所を出店し運営ノウハウを蓄積してまいりました。平成19年度中に資料の電子化を終了さ

せ、営業店舗を小スペース店舗に移転することで、営業網の店舗経費を抑制いたします。

2）本社事務集中化

支店及び本社複数部署にまたがっておりました既存顧客の管理業務を平成19年5月設置の本社事務センターに順次

集約し、業務効率化を図ります。集中して処理することにより、日次の事務量を平準化するとともに、システム対

応を容易にし、既存顧客一件当たりの処理コストを大幅に引き下げる見込みであります。

3）その他間接コストの削減

支店のスリム化及び本社事務集中化は、販売費及び一般管理費コストの削減に大きく寄与するものであります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

増減 

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 ※1 34,744 18,270

２　預け金 ※1,2 17,430 20,901

３　受取手形 ※3 5,331 3,833

４　商業手形
※1,2
6,9

21,268 31,990

５　営業貸付金
※1,2

4,6
94,835 103,885

６　前払費用 1,194 736

７　繰延税金資産 961 －

８　未収入金 895 49

９　その他 1,257 323

10　貸倒引当金 △3,095 △23,731

流動資産合計 174,825 68.2 156,259 88.5 △18,566

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 ※1 21,760 21,146

減価償却累計額 9,236 12,523 9,829 11,317

(2）構築物 102 47

減価償却累計額 40 62 38 8

(3）器具備品 496 359

減価償却累計額 282 213 359 －

(4）土地 ※1,5 7,903 7,138

(5）建設仮勘定 57  90   

有形固定資産合計 20,760 8.1 18,556 10.5 △2,204

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 101 －

(2）電話加入権 220 －

無形固定資産合計 321 0.1 － － △321
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第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

増減 

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）

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 482 340

(2）関係会社株式 0 －

(3）出資金 65 65

(4）関係会社長期貸付金 52,550 －

(5）長期前払費用 438 456

(6）繰延税金資産 5,087 －

(7）その他 736 876

投資その他の資産合計 59,360 23.1 1,738 1.0 △57,622

固定資産合計 80,443 31.3 20,294 11.5 △60,148

Ⅲ　繰延資産

１　新株発行費 66 14

２　新株予約権発行費 11 －

３　社債発行費 309 －

４　社債発行差金 842 －

繰延資産合計 1,229 0.5 14 0.0 △1,215

資産合計 256,498 100.0 176,568 100.0 △79,930

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　短期借入金 ※1,2 41,301 55,071

２　一年以内に返済予定の
長期借入金

※1 15,453 14,879

３　一年以内に償還予定の
社債

※1 800 500

４　一年以内に償還予定の
新株予約権付社債

4,500 －

５　未払金 593 1,123

６　未払費用 225 224

７　未払法人税等 187 162

８　預り金 346 35

９　前受収益 3,184 2,357

10　賞与引当金 119 124

11　係争関係損失引当金 4,600 5,810

12　その他 1,083 147

流動負債合計 72,394 28.2 80,435 45.5 8,040
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第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

増減 

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）

Ⅱ　固定負債

１　社債 ※1 23,500 －

２　転換社債 408 408

３　新株予約権付社債 13,057 13,057

４　長期借入金 ※1,2 17,522 11,025

５　繰延税金負債 － 12

６　関係会社損失引当金 44,835 －

７　係争関係損失引当金 － 10,658

８　その他 287 478

固定負債合計 99,610 38.9 35,639 20.2 △63,971

負債合計 172,005 67.1 116,074 65.7 △55,930

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※7 59,609 23.2 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 20,117 －

２　その他資本剰余金

資本金及び資本準備金
減少差益

41,892 －

資本剰余金合計 62,009 24.2 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１　当期未処理損失 16,982 －

利益剰余金合計 △16,982 △6.6 － － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※5 △17,063 △6.7 － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

51 0.0 － － －

Ⅵ　自己株式 ※8 △3,130 △1.2 － － －

資本合計 84,493 32.9 － － －

負債・資本合計 256,498 100.0 － － －
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第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

増減 

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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  59,609 33.8 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   20,117    

(2）その他資本剰余金  －   24,909    

資本剰余金合計   － －  45,026 25.5 －

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △34,088    

利益剰余金合計   － －  △34,088 △19.3 －

４　自己株式   － －  △3,130 △1.8 －

株主資本合計   － －  67,417 38.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  29 0.0 －

２　土地再評価差額金   － －  △6,953 △3.9 －

評価・換算差額等合計   － －  △6,923 △3.9 －

純資産合計   － －  60,493 34.3 －

負債・純資産合計   － －  176,568 100.0 －
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(2）損益計算書

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

増減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅰ　営業収益

１　受取割引料 2,436 2,798

２　受取利息 18,972 22,500

３　銀行預金利息 0 3

４　受入手数料 642 195

５　不動産賃貸収入 604 22,655 100.0 770 26,268 100.0 3,612

Ⅱ　営業費用

１　金融費用 ※1 2,911 3,141

２　支払手数料 610 529

３　支払保証料 1,371   －    

４　不動産賃貸原価 561 5,455 24.1 628 4,299 16.4 △1,155

営業総利益 17,200 75.9 21,968 83.6 4,768

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　役員報酬 111 120

２　給料手当 3,314 3,805

３　賞与引当金繰入額 119 124

４　福利厚生費 770 848

５　退職給付費用 △13 84

６　広告宣伝費 349 278

７　旅費交通費 285 285

８　通信費 468 540

９　租税公課 659 617

10　地代家賃 892 973

11　機械計算費 597 533

12  支払手数料 － 1,549

13　減価償却費 430 415

14　貸倒引当金繰入額 452 5,781

15  係争関係損失引当金繰
入額 

－ 6,403

16　貸倒損失 6 2,459

17　その他 2,729 11,172 49.3 1,336 26,159 99.6 14,986

営業利益又は営業損失
（△）

6,027 26.6 △4,191 △16.0 △10,218
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第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

増減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅳ　営業外収益

１　関係会社貸付金利息 ※2 1,776 －

２　受取配当金 54 1

３　有価証券利息 － 4

４　団体生命保険返戻金 － 19

５　雑収入 41 1,872 8.3 12 38 0.1 △1,834

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 17 5

２　社債利息 596 381

３　新株発行費償却 52 52

４　社債発行費償却 188 152

５　雑損失 44 899 4.0 72 664 2.5 △235

経常利益又は経常損失
（△）

7,000 30.9 △4,817 △18.3 △11,817

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 23 0

２　投資有価証券売却益 0 0

３　投資有価証券償還益 52 －

４　係争関係損失引当金戻
入益

5,368   －    

５　新株予約権消却益 －   672    

６　貸倒引当金戻入益 － 5,444 24.0 2,487 3,160 12.0 △2,283

Ⅶ　特別損失

１　固定資産処分損 ※3 170 39

２　関係会社損失引当金繰
入額

21,778 －

３　関係会社株式評価損 1,499 －

４　社債発行差金償却 75 789

５　社債発行費償却 － 60

６　減損損失 ※4 1,087 3,986

７　貸倒引当金繰入額 3,015   －    

８　係争関係損失引当金繰
入額

－ 27,626 121.9 11,306 16,182 61.6 △11,444
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第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

増減 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

税引前当期純損失 15,181 △67.0 17,838 △67.9 △2,657

法人税、住民税及び事
業税

67 68

法人税等調整額 9,707 9,775 43.2 6,071 6,139 23.4 △3,636

当期純損失 24,956 △110.2 23,978 △91.3 978

前期繰越利益 8,764 －

土地再評価差額金取崩
額

△790 －

当期未処理損失 16,982 －
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

 損失処理計算書

第37期
（平成18年6月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

 （当期未処理損失の処理）

Ⅰ　当期未処理損失

Ⅱ　損失処理額

16,982

 その他資本剰余金

からの振替額 16,982 16,982

Ⅲ　次期繰越損失 －

 （その他資本剰余金の

処分）

 Ⅰ　その他資本剰余金 41,892

 Ⅱ　その他資本剰余金

処分額

 利益剰余金への

振替額
16,982 16,982

 Ⅲ　その他資本剰余金

次期繰越額
 24,909

　（注）　上記（　）内の日付は、株主総会承認日であります。

株主資本等変動計算書

第38期（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31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

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高
（百万円）

59,609 20,117 41,892 △16,982 △3,130 101,506

事業年度中の変動額

当期純損失（△）（百万円）    △23,978  △23,978

自己株式の取得（百万円）     △0 △0

土地再評価差額金取崩（百万
円）

   △10,110  △10,110

その他資本剰余金の取崩しに
よる欠損填補（百万円）
（注）

  △16,982 16,982  －

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（百万円）

     －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △16,982 △17,105 △0 △34,088

平成19年3月31日　残高
（百万円）

59,609 20,117 24,909 △34,088 △3,130 67,417
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評価・換算差額等

新株予約権
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金

平成18年3月31日　残高
（百万円）

51 △17,063 1,072

事業年度中の変動額

当期純損失（△）（百万円）    

自己株式の取得（百万円）    

土地再評価差額金取崩（百万円）    

その他資本剰余金の取崩しによる欠損填
補（百万円）（注）

   

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）（百万円）

△21 10,110 △1,072

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△21 10,110 △1,072

平成19年3月31日　残高
（百万円）

29 △6,953 －

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

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △17,838

減価償却費及び償却費 894

減損損失 3,986

貸倒引当金の減少額 △11,165

賞与引当金の減少額 △7

係争関係損失引当金の増加額 11,868

受取配当金 △1

支払利息 401

新株発行費償却 52

社債発行費償却 309

固定資産売却益 △0

投資有価証券売却益 △0

新株予約権消却益 △672

有形固定資産除却損 39

社債発行差金償却 789

預け金の増加額 △3,471

受取手形の減少額 1,498

商業手形の増加額 △1,543

営業貸付金の減少額 21,685

その他の流動資産の減少額 201

商業手形流動化による借入金の
増加額

2,392

手形債権流動化による借入金の
増加額

10,890

証書貸付債権流動化による借入
金の増加額 

2,748

前受収益の減少額 △879

その他 376

小計 22,552

配当金の受取額 1

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △53

営業活動によるキャッシュ・
フロー

22,140
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第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,482

有形固定資産の売却による収入 23

無形固定資産の取得による支出 △427

投資有価証券の取得による支出 △18

投資有価証券の売却による収入 0

その他 93

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,812

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 487

長期借入れによる収入 7,420

長期借入金の返済による支出 △17,238

社債の償還による支出 △28,300

新株予約権の買入消却による支
出

△400

自己株式の増減 △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△38,031

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △17,703

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 34,744

Ⅶ　合併による現金及び現金同等物の
受入 

1,229

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 18,270
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

────── 当社は、当事業年度において、23,978百万円の当期純

損失を計上した結果、前事業年度の当期純損失24,956百

万円計上に続き当期純損失を計上し、2期連続当期純損

失となりました。また、純資産の大幅な減少により、シ

ンジケートローン契約(平成19年3月31日現在借入金残高

4,216百万円)の財務制限条項(貸借対照表注記参照)に抵

触することとなりました。これらの状況により、当社は

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象の存在に該

当しています。

この2期連続当期純損失発生の主な理由は、①前事業

年度においては、連結子会社（平成18年4月1日吸収合

併）が貸倒懸念債権等の将来リスクをより厳格に見積り、

回収不能額の算定方法を見直して貸倒引当金の積増しを

行ったことによる損失に対し、特別損失として関係会社

損失引当金21,778百万円を計上したこと、②当事業年度

においては、平成18年10月13日の日本公認会計士協会に

よる「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係

る引当金の計上に関する監査上の取扱い」に基づき、前

事業年度まで適用しておりました係争関係損失引当金の

計上方法等の変更を行ったことで特別損失として係争関

係損失引当金繰入額11,306百万円を計上したこと、③さ

らに、減損損失3,986百万円の計上、繰延税金資産の取

崩6,071百万円をしたこと、であります。

当社は、当該事態を解消すべく、今後の資金調達計画

や効率化施策を盛り込んだ経営計画等を策定するととも

に、シンジケート団とは現在財務制限条項に抵触する事

実をふまえた上で、継続的な取引を維持して頂く旨の協

議を行っております。また、今後の貸金市場は事業の採

算性が従来よりも低い厳しい環境下で推移することが予

想されますが、中小企業の事業資金を供給する担い手と

して、新しい上限金利体系に適合したローコスト・オペ

レーションや貸出債権の品質面を見極めた対応を推進し

ていく予定です。なお、平成19年3月末現在の現金及び

預金残高は18,270百万円であり十分な運転資金を確保し

ていることや、債権流動化等の代替手段も有しているこ

とから、事業の継続性及び資金繰りに問題はないものと

考えております。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。 

株式会社ロプロ(8577)平成 19 年 3 月期短信(非連結)

－ 20 －



重要な会計方針

項目 第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

１　有価証券の評価基準及び評

価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）　　　　 ──────

 

(2）その他有価証券

①　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）

(2）その他有価証券

①　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）

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(1）有形固定資産

同左

建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法によっております。

(2）無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目的）

については、社内における利用可能

期間（5年）に基づく定額法によって

おります。

(2）無形固定資産

同左
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項目 第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

４　繰延資産の処理方法

 

(1）新株発行費

新株発行費は、商法の規定する最長

期間（3年間）で毎期均等額の償却を

行っております。

(1）新株発行費

新株発行費は、旧商法の規定する最

長期間（3年間）で毎期均等額の償却

を行っております。 

(2）新株予約権発行費

新株予約権発行費は、商法の規定す

る最長期間（3年間）で毎期均等額の

償却を行っております。

(2）新株予約権発行費

 新株予約権発行費は、旧商法の規定

する最長期間（3年間）で毎期均等額

の償却を行っております。

(3）社債発行費

社債発行費は、社債の償還期限又は

商法に規定する最長期間（3年間）の

いずれか短い期間で毎期均等額の償

却を行っております。

(3）社債発行費

社債発行費は、社債の償還期限又は

旧商法に規定する最長期間（3年間）

のいずれか短い期間で毎期均等額の

償却を行っております。

なお、当事業年度において社債権者

の請求により全額を繰上償還した社

債に係る発行費は、一括償却し、特

別損失に計上しております。 

(4）社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期間にお

いて均等額の償却を行っております。

なお、当期において買入消却した社債

に係る発行差金は、一括償却し、特別

損失に計上しております。

(4）　　　　 ──────

 

 

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、1,872百万円で

あります。

(1）貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、6,287百万円で

あります。

（追加情報） 

当事業年度より、日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第37号「消

費者金融会社等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の計上に関する

監査上の取扱い」に従って、貸付金

に充当される利息返還損失見込額部

分につきましては、係争関係損失引

当金として計上しております。

この変更に伴い、期首時点の貸倒引

当金のうち利息返還に係る債権に対

応する部分2,487百万円については、

貸倒引当金戻入益として特別利益に

計上しております。

(2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目 第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に備え
るため、係争の妥結に伴い将来に発
生が見込まれる利息の返還額を計上
しております。

（追加情報） 

日本公認会計士協会が平成18年3月15
日に公表した「「貸金業の規制等に
関する法律」のみなし弁済規定の適
用に係る最高裁判決を踏まえた消費
者金融会社等における監査上の留意
点」を踏まえ、当期より従来の係争
関係損失引当金のうち係争の妥結に
伴い将来に発生が見込まれる利息の
返還額を係争関係損失引当金として
計上することといたしました。 
なお、従来の係争関係損失引当金の
うち、当社及び子会社の債権に対応
する部分については、係争関係損失
引当金を取崩し、特別利益として
5,368百万円計上しております。同金
額のうち当社の債権に対応する部分
については、貸倒引当金として貸倒
引当金繰入額を3,015百万円、また子
会社の債権に対応する部分について
は、関係会社損失引当金繰入額の増
加として2,353百万円をそれぞれ特別
損失に計上しております。

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に備え
るため、係争の妥結に伴い発生する
と見込まれる額を計上しております。

なお、係争に関連する債権のうち、

回収不能見込額として直接減額して

いる金額は、240百万円であります。

（追加情報） 

当事業年度より、日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第37号「消
費者金融会社等の利息返還請求によ
る損失に係る引当金の計上に関する
監査上の取扱い」に従って係争関係
損失引当金を計上しております。
この変更に伴い、期首時点における
当該業種別監査委員会報告に基づく
引当金計上額15,906百万円と従来の
見積方法に基づく引当金計上額4,600
百万円との差額11,306百万円を係争
関係損失引当金繰入額として特別損
失に計上しております。

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しており

ます。

数理計算上の差異については、発生

年度に全額を費用処理しております。

なお、当期末においては、年金資産

残高が退職給付債務を上回ったため、

前払年金費用を投資その他の資産「そ

の他」に含めて計上しております。 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しており

ます。

数理計算上の差異については、発生

年度に全額を費用処理しております。

なお、当期末においては、年金資産

残高が退職給付債務を上回ったため、

前払年金費用を投資その他の資産「そ

の他」に含めて計上しております。 

 （会計方針の変更） 

当期より「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第3

号　平成17年3月16日）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第7号　平成17年3月16日）を

適用しております。これにより営業

利益、経常利益は109百万円増加し、

税引前当期純損失は同額減少してお

ります。

 

 

(5）関係会社損失引当金

関係会社の債務超過額相当分を解消

するための負担見込額を計上してお

ります。

(5）         ──────

 

６　営業収益の計上基準 営業収益のうち顧客より受領した割引

料、利息及び手数料に関しては、時の

経過に応じて、収益を計上しておりま

す。

同左
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項目 第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

７　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

８　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについて、特例処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

同左

(3）ヘッジ方針

当社の内部規程である「デリバティ

ブ取引取扱規程」に基づき、金利変

動リスクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対

象の元本等が一致しており、金利ス

ワップの特例処理の要件に該当する

と判定されるため、当該判定をもっ

て有効性の判定に代えております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

９　キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

10　その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。但し、固定

資産に係る控除対象外消費税等は「長

期前払費用」に計上し、5年間で均等償

却を行っております。

消費税等の会計処理

同左

株式会社ロプロ(8577)平成 19 年 3 月期短信(非連結)

－ 24 －



会計処理方法の変更

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ──────

　当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号　平

成15年10月31日）を適用しております。

  これにより、税引前当期純損失は1,057百万円増加して

おります。

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

────── （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。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は60,493百万

円であります。

  なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、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等）

   当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第7号）ならびに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。

────── （金融商品に関する会計基準及び繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い）

   当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　平成18年8月11日）及び「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）を適用しております。

  なお、当事業年度において社債権者の請求により繰上償

還した社債に係る発行差金は、一括償却し、特別損失に

「社債発行差金償却」として計上しております。
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表示方法の変更

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

────── （損益計算書）

  １．前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「支払手数料」は、販売費及

び一般管理費の総額の100分の5を超えたため区分掲記しま

した。

 なお、前事業年度における「支払手数料」の金額は1,173

百万円であります。

 ２．前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しておりました「有価証券利息」および「団体生命保険

返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しました。

 なお、前事業年度における「有価証券利息」および「団

体生命保険返戻金」のそれぞれの金額は、3百万円および15

百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

※１　担保に供している資産並びに対応債務は次のとお

りであります。

イ　担保提供資産

※１　担保に供している資産並びに対応債務は次のとお

りであります。

イ　担保提供資産

預金      4,488百万円

預け金 127 

商業手形 17,845 

営業貸付金      36,567

建物       9,578

土地    6,032  

計  74,639     

預金 3,031百万円

預け金 303 

商業手形  21,957

営業貸付金 45,152

建物  10,591

土地  6,642

計 87,679

ロ　対応債務 ロ　対応債務

短期借入金     41,301百万円

一年以内に返済予定の長期

借入金
  10,094

一年以内に償還予定の社債

（銀行保証付無担保社債）

800

社債（銀行保証付無担保社

債）

     500

長期借入金  7,399

計  60,095

また、上記以外の営業債権4,425百万円について、

債権譲渡予約契約を締結しております。これに対

応する債務は、「一年以内に返済予定の長期借入

金」1,041百万円、「長期借入金」2,981百万円で

あります。

短期借入金 55,071百万円

一年以内に返済予定の長期

借入金
 8,389

一年以内に償還予定の社債

（銀行保証付無担保社債）

 500

長期借入金 7,159

計  71,120

また、上記以外の営業債権2,156百万円について、

債権譲渡予約契約を締結しております。これに対

応する債務は、「一年以内に返済予定の長期借入

金」1,353百万円、「長期借入金」573百万円であ

ります。

※２　商業手形の流動化については、譲渡担保付借入と

して会計処理しており、商業手形の残高にはこの

流動化における譲渡手形17,845百万円が含まれて

おります。

営業貸付手形の流動化についても、譲渡担保付借

入として会計処理しており、営業貸付金残高には、

この流動化における譲渡手形19,618百万円が含ま

れております。この営業貸付手形の流動化にあたっ

ては、商業手形の流動化に伴って当社が特定目的

会社に対して有する劣後債権の一部2,898百万円も

併せて流動化しております。（但し、上記の流動

化について譲渡担保付借入処理を行っていること

から、当社の特定目的会社に対する劣後債権及び

その譲渡について、会計処理は発生しておりませ

ん。）

また、上記の手形の流動化に関連して生じました

流動資産の「預け金」（17,302百万円）につきま

しては、信用補完その他の目的により留保された

ものであります。

なお、上記の手形の流動化につきましては、当社

からの手形の購入又は割引を主たる目的として設

立された特定目的会社であるエヌ・エム・ユー・

アセットファンディングコープ（商業手形の流動

化）及びコンビネーション・ファイナンス（営業

貸付手形の流動化）を通して行っております。

※２　商業手形の流動化については、譲渡担保付借入と

して会計処理しており、商業手形の残高にはこの

流動化における譲渡手形21,957百万円が含まれて

おります。

営業貸付手形の流動化についても、譲渡担保付借

入として会計処理しており、営業貸付金残高には、

この流動化における譲渡手形30,610百万円が含ま

れております。この営業貸付手形の流動化にあたっ

ては、商業手形の流動化に伴って当社が特定目的

会社に対して有する劣後債権の一部1,944百万円も

併せて流動化しております。（但し、上記の流動

化について譲渡担保付借入処理を行っていること

から、当社の特定目的会社に対する劣後債権及び

その譲渡について、会計処理は発生しておりませ

ん。）

証書貸付の流動化についても、譲渡担保付借入と

して会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における5,010百万円が含まれております。

また、上記の手形の流動化に関連して生じました

流動資産の「預け金」（20,597百万円）につきま

しては、信用補完その他の目的により留保された

ものであります。

なお、上記の手形の流動化につきましては、当社

からの手形の購入又は割引を主たる目的として設

立された特定目的会社であるエヌ・エム・ユー・

アセットファンディングコープ（商業手形の流動

化）及びコンビネーション・ファイナンス（営業

貸付手形の流動化）を通して行っており、証書貸

付債権の流動化につきましては、DB信託株式会社

に信託譲渡する形式で行っております。
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第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

※３　受取手形は、手形貸付の受取利息等として受領し

た手形及び先日付小切手であります。

※３　受取手形は、手形貸付の受取利息として受領した

手形及び先日付小切手であります。

※４　営業貸付金の主な内訳 ※４　営業貸付金の主な内訳

手形貸付   62,130百万円

証書貸付     32,705 

手形貸付 75,013百万円

証書貸付 28,871 

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布

法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該差額を全額「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。

※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布

法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該差額を全額「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

(1）再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め

る固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を

行って算定する方法によっております。

(1）再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10

年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め

る固定資産税評価額に基づいて合理的な調整を

行って算定する方法によっております。

(2）再評価を行った年月日　　　平成14年3月31日 (2）再評価を行った年月日　　　平成14年3月31日

(3）再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

        1,326百万円

(3）再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

212百万円

※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権
(　 723)

723

延滞債権  －

三カ月以上延滞債権
(　 1,698)
  4,329

貸出条件緩和債権
(　   167)
     1,624

合計
(　2,589)

6,677

区分 金額(百万円)

破綻先債権 － 

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 26,742

貸出条件緩和債権 14,752 

合計 41,494 

（注）1　 破綻先債権とは、支払の遅延、その他の事由

により、債務者又は保証人からの弁済の見込

みがないものとした貸付金のうち、債務者に

対し法人税法施行令（昭和40年政令第97号）

第96条第１項第3号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第4号に規定する事由が生じている

ものであります。

（注）1　　　　　　　 同左

2　 延滞債権とは、（注1）に掲げる貸付金のうち、

破綻先債権以外のものであります。

2　　　　　　　 同左

3　 三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が約定支払日（期限の利益を喪失した日を

含みます。）の翌日から三カ月以上延滞して

いる貸付金（破綻先債権及び延滞債権を除き

ます。）であります。

3　　　　　　　 同左
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第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

4　 貸出条件緩和債権とは、債務者又は保証人の

経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、元本の減免、債権放棄その他の

債務者又は保証人に有利となる取決めを行っ

た貸付金（破綻先債権、延滞債権、三カ月以

上延滞債権を除きます。）であります。

4　　　　　　　 同左

5　（　）内は、内数で提出会社の連結子会社であ

る日本信用保証㈱の債務保証が付されており

ますので、流動資産の「商業手形」と「営業

貸付金」に含まれております。

5　　　　　　──────

※７　授権株式数及び発行済株式総数 ※７　             ──────

授権株式数 普通株式   188,039千株

発行済株式総数 普通株式  114,107千株

※８　自己株式

当社が保有する自己株式数は、普通株式4,216千株

であります。

※８　             ──────

※９　             ────── ※９　期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末は金融機関の休日であったた

め、2,185百万円の期末日満期手形が、流動資産の

「商業手形」の当事業年度末残高に含まれており

ます。

（損益計算書関係）

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

※１　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目

支払利息  1,513百万円

社債利息 380 

支払手数料 581 

支払利息 1,848百万円

社債利息 153 

支払手数料 725 

※２　関係会社に対する事項 ※２　             ──────

関係会社貸付金利息  1,776百万円   

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

除却損

建物   156百万円

器具備品  3

計  159

売却損

土地    10百万円

除却損

建物 26百万円

構築物  11

器具備品  1

計  39
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第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

※４　減損損失 ※４　減損損失
 当社は、以下の資産グループについて減損損失を
計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等 304 

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
304 

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
310 

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
110 

京都市

左京区

その他の

設備

土地

建物等 
57 

 

当社は、営業用設備につきましては各支店を、賃貸

用設備、その他の設備につきましては、各資産をグ

ルーピングの最少単位としております。

当社は、平成14年3月期に「土地の再評価に関する法

律」に基づき事業用土地の再評価を行っているため、

時価が帳簿価額を著しく下回っている重要な資産グ

ループはありませんが、収益性等を考慮し回収可能

価額を測定した結果、回収可能価額が帳簿価額を下

回る上記資産グループについて、減損損失を計上し

ております。

減損損失の内訳は次のとおりであります。

土地  205百万円

建物等 　 881　　　

計  1,087

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑

定評価額に基づいて算出しております。

 当社は、以下の共用資産及び資産グループについ
て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

京都市

下京区

共用資産

（本社及び電算センター等）

土地、建物、

構築物、

器具備品、

ソフトウェア、

電話加入権、

リース資産、

長期前払費用

1,832 

京都市

西京区

他5件

共用資産

（福利厚生用設備）

土地、建物、

構築物、

器具備品

182 

京都市

下京区

他全店舗

営業用設備

（支店）
建物、器具備品 89 

京都市

右京区

他7件 

賃貸用設備

土地、建物、

構築物、

器具備品

1,882 

 

当社は、営業用設備につきましては支店を、賃貸用

設備につきましては各資産をグルーピングの最小単

位とし、本社及び福利厚生用設備等につきましては

独立したキャッシュ・フローを生み出さないことか

ら共用資産としてグルーピングを行っております。

当事業年度において営業損失を計上したことに加え、

出資法上限金利の引下げをはじめとする貸金業関係

法令の改正等により、今後の当社を取り巻く経営環

境の悪化が懸念されることから、各支店及び共用資

産を含むより大きな単位のグループにおいて帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上いたしました。
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第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

減損損失の内訳は次のとおりであります。

土地 812百万円

建物 1,703

構築物  　60

器具備品   234

ソフトウェア   623

電話加入権   226

長期前払費用    22

リース資産   302

計 3,986

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、土地及び建物につきまし

ては不動産鑑定評価額に基づいて算出し、その他の

資産につきましては零として評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31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）

発行済株式

普通株式 114,107,446 － － 114,107,446

合計 114,107,446 － － 114,107,446

自己株式

普通株式　（注） 4,216,327 569 － 4,216,896

合計 4,216,327 569 － 4,216,896

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加569株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当事業年度末
残高
（百万円）前事業年度末

当事業年度増
加

当事業年度減
少

当事業年度末

Ａ種新株予約権 普通株式 2,880 － 2,880 － －

Ｂ種新株予約権 普通株式 1,477 － 1,477 － －

第2回Ａ種新株予約権 普通株式 2,109 － 2,109 － －

第2回Ｂ種新株予約権 普通株式 1,082 － 1,082 － －

2006年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債

普通株式 6,766 － 6,766 － －

2009年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債

普通株式 2,545 － － 2,545 1,557

2011年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債

普通株式 14,993 － － 14,993 11,500

 合計 － 31,856 － 14,317 17,538 13,057

（注）１．Ａ種新株予約権、Ｂ種新株予約権、第2回Ａ種新株予約権及び第2回Ｂ種新株予約権の「当事業年度減

少」は買入消却によるものであります。

 　 　２．2006年満期ユーロ円建転換社債は平成18年11月6日に満期償還いたしました。

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

※1　 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 18,270百万円

預入期間が3ヶ月を越える定期預金 －

現金及び現金同等物 18,270

　2　 重要な非資金取引

 合併

 平成18年4月1日に合併した日本信用保証株式会社よ

り引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおり

であります。

 なお、全額出資子会社との合併のため、資本金の増

加はありません。

合併により引き継いだ資産・負債

流動資産 15,788百万円

固定資産 131

資産合計 15,919

流動負債 8,205

固定負債 52,550

負債合計 60,755
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（リース取引関係）

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得原価相当額、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

器具備品

取得価額相当額       444百万円

減価償却累計額相当額 239

期末残高相当額 204

器具備品

取得原価相当額 562百万円

減価償却累計額相当額 308

減損損失累計額相当額 253

期末残高相当額 －

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。

（注）　取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内       99百万円

１年超 104

計 204

１年以内 116百万円

１年超 136

計 253

 

リース資産減損勘定期末残高    253百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

（注）　未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料       142百万円

減価償却費相当額 142

支払リース料 125百万円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 125

減損損失 253

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記

載は省略しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年3月31日現在）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

当事業年度（平成19年3月31日現在）

1　その他有価証券で時価のあるもの

区分

第38期（平成19年3月31日）

取得原価
（百万円）

貸借対照表計
上額
（百万円）

差額(百万円)

（貸借対照表計上額が取得原価を超

えるもの）

①　株式 32 49 16

②　債券 － － －

③　その他 189 216 27

小計 221 265 44

（貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの）

①　株式 20 18 △1

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 20 18 △1

合計 241 283 42

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

す。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前期末、当中間期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率に

あるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

2　事業年度中に売却したその他有価証券

区分
第38期

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

売却額（百万円） 0

売却益の合計額（百万円） 0

3　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

区分
第38期（平成19年3月31日）

貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

　投資事業組合への出資 51

非上場株式 5

計 56
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（デリバティブ取引関係）

1　取引の状況に関する事項

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

①　取引の内容、利用目的及び取組方針

　当社では、借入金について、将来取引市場における

金利変動が利息負担額に及ぼす影響を軽減する目的に

限定し、金利関連のデリバティブ取引を利用しており

ます。トレーディング目的及び投機目的での取引は、

行わない方針であります。なお、デリバティブ取引の

うち、ヘッジ会計の要件を満たすものについては、ヘッ

ジ会計を適用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理によっております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

(ハ)ヘッジ方針

　当社の内部規程である「デリバティブ取引取扱規

程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法

　ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が

一致しており、金利スワップの特例処理の要件に該

当すると判断されるため、当該判定をもって有効性

の判定に代えております。

②　取引に係るリスクの内容

　当社が利用している金利関連のデリバティブ取引は、

市場金利の変動に伴う潜在的なリスクを含んでおりま

す。なお、当社の金利関連のデリバティブ取引の契約

先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相

手方の契約不履行によるリスクは極めて少ないもので

あります。

③　取引に係るリスク管理体制

　当社では、デリバティブ取引に係る方針、権限、限

度額、手続等を定めた管理規程があり、これに基づい

て、財務部が取引を実行しており、実施した取引につ

いての確認及び記録の管理は、経理部が主導で実施し

ております。デリバティブ取引に関する契約額、契約

の内容、市場リスクに関する情報等の重要な事項に関

しては、財務部長より管掌役員に毎月報告が行われて

おります。
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第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

④「取引の契約額等に関する事項」についての補足説明

　以下の表における契約額等は、デリバティブ取引に

おける名目的な契約額であるため、必ずしも市場リス

ク、信用リスクの大きさを測る指標ではありません。

２　取引の時価等に関する事項

当事業年度（平成19年3月31日）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外については期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

1　 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を

設けております。

2　 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △784百万円

年金資産 929

前払年金費用 144

3 　退職給付費用に関する事項

勤務費用 85百万円

利息費用 10

期待運用収益 △16

数理計算上の差異の費用処理額 5

退職給付費用 84

4　 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率  　 1.5％

期待運用収益率   　2.0％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数    １年

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第37期
（平成18年3月31日）

第38期
（平成19年3月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,006

係争関係損失引当金 1,848

関係会社損失引当金 17,979

関係会社株式評価損否認 601

未収収益不計上否認額 277

繰越欠損金 45,765

土地再評価に係る繰延税金資産 7,082

その他 1,024

繰延税金資産小計 76,584

評価性引当額 △70,470

繰延税金資産合計 6,114

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △21

前払年金費用 △43

繰延税金負債合計 △64

繰延税金資産の純額 6,049

繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 12,037

係争関係損失引当金 6,932

減損損失・減価償却超過額 2,294

未収収益不計上否認額 737

繰越欠損金 55,506

土地再評価に係る繰延税金資産 7,059

その他 801

繰延税金資産小計 85,369

評価性引当額 △85,311

繰延税金資産合計 57

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △12

前払年金費用 △57

繰延税金負債合計 △69

繰延税金負債の純額 △12
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（持分法損益等）

（当事業年度）（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

　該当事項はありません。

 

（企業結合会計）

（当事業年度）（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

（共通支配下の取引関係）

１．企業結合の概要

①企業結合の目的

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

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

合併いたしました。

②被結合企業の名称及び事業内容

　名称

　　日本信用保証株式会社

　事業内容

　　当社の融資先に対する信用保証業務

③企業結合の法的形式等

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

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

りません。

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

 

　２．実施した会計処理の概要

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

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

おります。なお、本合併に伴い発生する抱合せ株式消滅差額44,835百万円については、関係会社損失引当金戻入益

44,835百万円と相殺消去しております。
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（関連当事者との取引）

当事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

松田一男 － － －
被所有

直接9.44％
－ －

家賃の支払 81
その他

(前払費用)
7

敷金の支払 －
その他

(敷金)
45

　（注）1　 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引については、一般と同様の条件に拠っております。

2　 取引金額以外の金額には、消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

1株当たり純資産額     768.89円

1株当たり当期純損失     225.75円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益           －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

        

1株当たり純資産額 550.49円

1株当たり当期純損失 218.20円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

        

　（注）　1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

1株当たり当期純損失金額

当期純損失（百万円） 24,956 23,978

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 24,956 23,978

期中平均株式数（千株） 110,551 109,890

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額408百万円）並びにＢ

種新株予約権（新株予約権の数

14,720個）及び第2回Ｂ種新株予

約権（新株予約権の数10,822

個）。

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額408百万円）並びにＢ

種新株予約権（新株予約権の数

14,720個）及び第2回Ｂ種新株予

約権（新株予約権の数10,882

個）。
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（重要な後発事象）

第37期
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

第38期
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当社は、経営資源の集中とより一層の効率化を図り、

債権一体管理によるさらなる強固な経営体制を確立す

るため、当社の全額出資子会社である日本信用保証株

式会社を平成18年4月1日付にて吸収合併することとし、

平成18年2月8日合併契約を締結いたしました。

本合併は、簡易合併による手続きにて行っております

ので、当社においては、旧商法第413条ノ3の規定によ

り、株主総会での承認は省略いたしております。また、

日本信用保証株式会社においては、平成18年2月23日開

催の臨時株主総会にて承認を受けております。

合併契約の概要は次のとおりであります。

──────

(1)合併期日  

平成18年4月1日  

(2)合併の形式  

当社を存続会社とする吸収合併で、日本信用保証株式

会社は解散いたしております。なお、全額出資子会社

との合併でありますので、新株式の発行、資本金の増

加および合併交付金の支払いは行っておりません。

 

(3)財産の引継  

合併期日において日本信用保証株式会社の資産・負債

および権利義務の一切を引継いでおります。なお、同

社から引継いだ資産および負債は次のとおりでありま

す。

 （平成18年3月31日現在）

 

科目
金額

（百万円）
科目

金額

（百万円）

（資産の部）  （負債の部）  

現金及び預金 1,229
債務保証損失引

当金 
6,439

求償債権 40,636 長期借入金 52,550

その他資産 538 その他負債 1,766

貸倒引当金 △26,484 負債の部合計 60,755

資産の部合計 15,919 差引正味財産 △44,835

 （注）実施した会計処理の概要

本合併は、企業結合に係る会計基準（平成15年10月31日

企業会計審議会）及び「企業結合会計及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。
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５．貸出金の状況（単体）
 （単位：百万円）

品目別

第37期
（自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日）

第38期
（自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日）

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

受取割引料

2,436 10.8％ 2,798 10.7％ 362 14.9％

営業

収益

(2,436)

 

(9.5)

 

(-)

 

(-)

 

(362)

 

(14.9)

 

受取利息

手形貸付
14,472

(13,752)

63.9

(53.8)

14,534

(-)

55.4

(-)

62

(782)

0.4

(5.7)

証書貸付
4,500

(4,355)

19.8

(17.0)

7,965

(-)

30.3

(-)

3,465

(3,610)

77.0

(82.9)

小計
18,972

(18,107)

83.7

(70.8)

22,500

(-)

85.7

(-)

3,528

(4,393.0)

18.6

(24.3)

その他

預金利息
0

(0)

0.0

0.0

3

(-)

0.0

(-)

3

(3)

2,952.7

(2,924.8)

受入手数料
642

(227)

2.8

(0.9)

195

(-)

0.7

(-)

△447

(△32)

△69.6

(△14.2)

受入保証料
－

(4,226)

－

(16.5)

－

(-)

－

(-)

－

(△4,226)

－

(△100.0)

不動産賃貸料
604

(575)

2.7

(2.3)

770

(-)

2.9

(-)

166

(194)

27.6

(33.9)

小計
1,246

(5,029)

5.5

(19.7)

968

(-)

3.6

(-)

△277

(△4,060)

△22.3

(△80.7)

合計
22,655

(25,573)

100.0

(100.0)

26,268

(-)

100.0

(-)

3,612

(694)

15.9

(2.7)

融資

残高

商業手形割引
21,268

(30,446)

18.3

(19.5)

31,990

(-)

23.5

(-)

10,722

(1,543)

50.4

(5.1)

営業貸付金

手形貸付
62,130

(92,556)

53.5

(59.3)

75,013

(-)

55.2

(-)

12,882

(△17,542)

20.7

(△19.0)

証書貸付
32,705

(33,014)

28.2

(21.2)

28,871

(-)

21.3

(-)

△3,833

(△4,142)

△11.7

(△12.5)

小計
94,835

(125,570)

81.7

(80.5)

103,885

(-)

76.5

(-)

9,049

(△21,685)

9.5

(△17.3)

合計
116,104

(156,017)

100.0

(100.0)

135,876

(-)

100.0

(-)

19,772

(△20,141)

17.0

(△12.9)

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

観点から、（　）内に連結の諸数値を記載しております。なお、増減欄の（ ）書きは前期の連結の諸数値と当期

の諸数値との増減を記載しております。
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６．参考資料
 平成18年3月期まで連結財務諸表及びセグメント情報を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当事業

年度より連結財務諸表及びセグメント情報を作成しておりません。

 

 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※1 35,973

２　預け金 ※1,2 17,430

３　受取手形 ※3 5,331

４　商業手形
※1,2
6

30,446

５　営業貸付金
※1,2

4,6
125,570

６　繰延税金資産 961

７　その他 1,311

８　貸倒引当金 △34,896

流動資産合計 182,131 86.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1 21,862

減価償却累計額 9,276 12,586

(2）器具備品 510

減価償却累計額 291 219

(3）土地 ※1,5 7,903

(4）建設仮勘定 57

有形固定資産合計 20,766 9.8

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 101

(2）電話加入権 226

無形固定資産合計 328 0.2
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 482

(2）繰延税金資産 5,087

(3）その他 1,358

投資その他の資産合計 6,929 3.3

固定資産合計 28,024 13.3

Ⅲ　繰延資産

１　新株発行費 66

２　新株予約権発行費 11

３　社債発行費 309

４　社債発行差金 842

繰延資産合計 1,229 0.5

資産合計 211,385 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　短期借入金 ※1,2 41,301

２　一年以内に返済予定
の長期借入金

※1 15,453

３　一年以内に償還予定
の社債

※1 800

４　一年以内に償還予定
の新株予約権付社債

4,500

５　未払法人税等 193

６　前受収益 3,237

７　賞与引当金 131

８　係争関係損失引当金 4,600

９　その他 1,900

流動負債合計 72,117 34.1
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１　社債 ※1 23,500

２　転換社債 408

３　新株予約権付社債 13,057

４　長期借入金 ※1 17,522

５　退職給付引当金 －

６　その他 287

固定負債合計 54,774 25.9

負債合計 126,891 60.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※7 59,609 28.2

Ⅱ　資本剰余金 62,009 29.3

Ⅲ　利益剰余金 △16,982 △8.0

Ⅳ　土地再評価差額金 ※5 △17,063 △8.1

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 51 0.0

Ⅵ　自己株式 ※8 △3,130 △1.4

資本合計 84,493 40.0

負債・資本合計 211,385 100.0
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連結損益計算書

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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益

１　受取割引料 2,436

２　受取利息 18,107

３　銀行預金利息 0

４　受入手数料 227

５　受入保証料 4,226

６　不動産賃貸収入 575 25,573 100.0

Ⅱ　営業費用

１　金融費用 ※1 2,911

２　支払手数料 610

３　不動産賃貸原価 553 4,076 15.9

営業総利益 21,497 84.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　役員報酬 152

２　給料手当 3,900

３　賞与引当金繰入額 131

４　福利厚生費 883

５　退職給付費用 △13

６　広告宣伝費 350

７　旅費交通費 337

８　通信費 530

９　租税公課 714

10　地代家賃 956

11　減価償却費 440

12　貸倒引当金繰入額 20,359

13　貸倒損失 835

14　その他 3,526 33,105 129.5

営業損失 11,608 △45.4
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益

１　受取配当金 54

２　投資事業組合収益 7

３　団体生命保険返戻金 15

４　租税公課返戻金 －

５　雑収入 20 98 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 614

２　新株発行費償却 52

３　社債発行費償却 188

４　雑損失 50 905 3.5

経常損失 12,415 △48.5

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 23

２　投資有価証券売却益 0

３　投資有価証券償還益 52

４　係争関係損失引当金戻入
益

7,489 7,565 29.6

Ⅶ　特別損失

１　固定資産処分損 ※2 171

２　社債発行差金償却 75

３　減損損失 ※3 1,087

４　貸倒引当金繰入額 7,489 8,822 34.5

税金等調整前当期純損失 13,673 △53.4

法人税、住民税及び事業
税

75

法人税等調整額 9,707 9,783 38.3

当期純損失 23,456 △91.7
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連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 61,947

Ⅱ　資本剰余金増加高

新株予約権付社債の権利
行使による新株の発行

62 62

Ⅲ　資本剰余金期末残高 62,009

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 7,822

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　　当期純利益 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 557

２　当期純損失 23,456  

３　土地再評価差額金取崩額 790 24,805

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △16,982
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連結キャッシュ・フロー計算書

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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △13,673

減価償却費及び償却費 815

減損損失 1,087

貸倒引当金の増加額 23,791

賞与引当金の減少額 △11

係争関係損失引当金の減少額 △10,383

受取配当金 △54

支払利息 654

新株発行費償却 52

社債発行費償却 333

固定資産売却益 △23

投資有価証券売却益 △0

投資有価証券償還益 △52

有形固定資産除却損 160

有形固定資産売却損 10

社債発行差金償却 75

預け金の減少額 388

受取手形の減少額 1,425

商業手形の減少額 3,300

営業貸付金の増加額 △18,118

その他の流動資産の増加額 △458

商業手形流動化による借入金の減
少額

△2,598

手形債権流動化による借入金の増
加額

－

前受収益の減少額 △839

その他 △716

小計 △14,836

配当金の受取額 54

利息の支払額 △547

法人税等の支払額 △98

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△15,427
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 －

定期預金の払戻による収入 10

有形固定資産の取得による支出 △2,142

有形固定資産の売却による収入 90

無形固定資産の取得による支出 △30

投資有価証券の取得による支出 △18

投資有価証券の売却による収入 0

投資有価証券の償還による収入 1,552

その他 351

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△187

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 433

長期借入れによる収入 23,900

長期借入金の返済による支出 △13,556

社債の発行による収入 －

社債の償還による支出 △2,800

新株予約権の発行による収入 －

自己株式の増減 △1,450

配当金の支払額 △556

その他 △45

財務活動によるキャッシュ・
フロー

5,924

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △9,690

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 45,664

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 35,973
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社　　　　　　　　　　　1社

当社の連結子会社は日本信用保証㈱の1

社であります。

２　持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は

一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法

(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

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、3年間で均等償

却する方法によっております。

②　無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目的）に

ついては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっており

ます。
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前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。なお、破綻先債権等のうち、回収

不能見込額として直接減額している金

額は、7,768百万円であります。

なお、当連結会計年度において、貸倒

懸念債権等の将来リスクをより厳格に

見積もり、回収不能見込額の算定方法

を見直した結果、貸倒引当金を20,359

百万円繰入計上しております。

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

③　係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に備える

ため、係争の妥結に伴い将来に発生が

見込まれる利息の返還額を計上してお

ります。

（追加情報） 

日本公認会計士協会が平成18年3月15

日に公表した「「貸金業の規制等に関

する法律」のみなし弁済規定の適用に

係る最高裁判決を踏まえた消費者金融

会社等における監査上の留意点」を踏

まえ、当連結会計年度より従来の係争

関係損失引当金のうち、係争の妥結に

伴い将来に発生が見込まれる利息の返

還額を係争関係損失引当金として計上

することといたしました。従いまして、

債権に対応する部分については、係争

関係損失引当金を取崩し、特別利益と

して7,489百万円計上するとともに、

同額を貸倒引当金に繰入れ、特別損失

として7,489百万円計上しておりま

す。 
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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　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、計上し

ております。

数理計算上の差異については、発生年

度に全額を費用処理しております。

なお、当連結会計年度末においては、

年金資産残高が退職給付債務を上回っ

たため、前払年金費用を投資その他の

資産「その他」に含めて計上しており

ます。 

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計

基準第3号　平成17年3月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第7号　平成17年3月16日）

を適用しております。これにより営業

損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失は119百万円減少しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

す金利スワップについて、特例処理に

よっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

③　ヘッジ方針

当連結グループの内部規程である「デ

リバティブ取引取扱規程」に基づき、

金利変動リスクをヘッジしております。
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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　ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象

の元本等が一致しており、金利スワッ

プの特例処理の要件に該当すると判定

されるため、当該判定をもって有効性

の判定に代えております。

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　営業収益の計上基準

営業収益のうち顧客より受領した割引

料、利息、手数料及び保証料に関して

は、時の経過に応じて、収益を計上し

ております。

②　繰延資産の処理方法

(イ)新株発行費

新株発行費は、商法の規定する最

長期間（3年間）で毎期均等額の

償却を行っております。

(ロ)新株予約権発行費

新株予約権発行費は、商法の規定

する最長期間（3年間）で毎期均

等額の償却を行っております。

(ハ)社債発行費

社債発行費は、社債の償還期限又

は商法に規定する最長期間（3年

間）のいずれか短い期間で毎期均

等額の償却を行っております。

(ニ)社債発行差金

社債発行差金は、社債償還期間に

おいて均等額の償却を行っており

ます。

なお、当連結会計年度において買

入消却した社債に係る発行差金は、

一括償却し、特別損失に計上して

おります。

③　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。但し、固定

資産に係る控除対象外消費税等は投資

その他の資産の「その他（長期前払費

用）」に計上し、5年間で均等償却を

行っております。
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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）

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。

６　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の連結会計

年度中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から3か月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号

　平成15年10月31日）を適用しております。これにより税

金等調整前当期純損失は1,057百万円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

※1　担保に供している資産並びに対応債務は次のとおり

であります。

イ　担保提供資産

預金      4,488百万円

預け金 127

商業手形    17,845

営業貸付金     36,567

建物 9,578

土地 6,032

計  74,639

ロ　対応債務

短期借入金     41,301百万円

一年以内に返済予定の長期

借入金
  10,094

一年以内に償還予定の社債

（銀行保証付無担保社債）
 800

社債（銀行保証付無担保社

債）

  500

長期借入金 7,399

計 60,095

また、上記以外の営業債権4,425百万円について、債

権譲渡予約契約を締結しております。これに対応す

る債務は、「一年以内に返済予定の長期借入金」

1,041百万円、「長期借入金」2,981百万円でありま

す。

※2　商業手形の流動化については、譲渡担保付借入とし

て会計処理しており、商業手形の残高にはこの流動

化における譲渡手形17,845百万円が含まれておりま

す。

営業貸付手形の流動化についても、譲渡担保付借入

として会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における譲渡手形19,618百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化にあたっては、

商業手形の流動化に伴って当社が特定目的会社に対

して有する劣後債権の一部2,898百万円も併せて流動

化しております。（但し、上記の流動化について譲

渡担保付借入処理を行っていることから、当社の特

定目的会社に対する劣後債権及びその譲渡について、

会計処理は発生しておりません。）

また、上記の手形の流動化に関連して生じました流

動資産の「預け金」（17,302百万円）につきまして

は、信用補完その他の目的により留保されたもので

あります。

なお、上記の手形の流動化につきましては、当社か

らの手形の購入又は割引を主たる目的として設立さ

れた特定目的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の流動化）及び

コンビネーション・ファイナンス（営業貸付手形の

流動化）を通して行っております。
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

※3　受取手形は、手形貸付の受取利息及び受入保証料と

して受領した手形及び先日付小切手であります。

※4　営業貸付金の主な内訳

手形貸付    92,556百万円

証書貸付  33,014

※5　「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

差額を全額「土地再評価差額金」として資本の部に

計上しております。

（1）再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固

定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って

算定する方法によっております。

（2）再評価を行った年月日　　　平成14年3月31日

（3）再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

          1,326百万円

※6　不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権  －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 25,861

貸出条件緩和債権 20,724

合計 46,585

（注）1　破綻先債権とは、支払の遅延、その他の事由に

より、債務者又は保証人からの弁済の見込みが

ないものとした貸付金のうち、債務者に対し法

人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1

項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第

4号に規定する事由が生じているものであります。

2　延滞債権とは、（注1）に掲げる貸付金のうち、

破綻先債権以外のものであります。

3　三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が約定支払日（期限の利益を喪失した日を含み

ます。）の翌日から三カ月以上延滞している貸

付金（破綻先債権及び延滞債権を除きます。）

であります。
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

4　貸出条件緩和債権とは、債務者又は保証人の経

営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、元本の減免、債権放棄その他の債務者

又は保証人に有利となる取決めを行った貸付金

（破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権

を除きます。）であります。

※7　当社の発行済株式総数は、普通株式114,107千株であ

ります。

※8　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,216千株

であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※1　 金融費用の主要項目

支払利息         1,894百万円

支払手数料  581

※2　 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

除却損

建物及び構築物  156百万円

器具備品 4 

計 160 

売却損

土地  10百万円

  

※3　 減損損失　　　　　　　　

 当連結グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

東京都

品川区

賃貸用

設備 
建物等   304

高知県

高知市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
  304

鹿児島県

鹿児島市

賃貸用

設備 

土地

建物等 
  310

京都市

右京区

賃貸用

設備 

土地

建物等 
  110

京都市

左京区

その他

の設備

土地

建物等 
   57

当連結グループは、営業用設備につきましては各

支店を、賃貸用設備、その他の設備につきまして

は、各資産をグルーピングの最少単位としており

ます。

当連結グループは、平成14年3月期に「土地の再評

価に関する法律」に基づき事業用土地の再評価を

行っているため、時価が帳簿価額を著しく下回っ

ている重要な資産グループはありませんが、収益

性等を考慮し回収可能価額を測定した結果、回収

可能価額が帳簿価額を下回る上記資産グループに

ついて、減損損失を計上しております。
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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）

減損損失の内訳は次のとおりであります。

土地  205百万円

建物等      881

計    1,087

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑

定評価額に基づいて算出しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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18年3月31日現在）

現金及び預金勘定     35,973百万円

現金及び現金同等物 35,973

　2　 重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に行われた新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の行使は次のとおりであります。

 

新株予約権の行使による資本金増

加額
       62百万円

新株予約権の行使による資本準備

金増加額
62

新株予約権の行使による新株予約

権付社債減少額

 

124
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

1　 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

器具備品

取得価額相当額       455百万円

減価償却累計額相当額 248

期末残高相当額 207

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。

2　 未経過リース料期末残高相当額

１年以内       101百万円

１年超 105

計 207

（注）　未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

3 　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料       144百万円

減価償却費相当額 144

4 　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記

載は省略しております。
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（有価証券関係）

1　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成18年3月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額(百万円)

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの）

①　株式 47 74 27

②　債券 － － －

③　その他 135 180 45

小計 183 255 72

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの）

①　株式 － － －

②　債券 － － －

③　その他 39 39 △0

小計 39 39 △0

合計 222 295 72

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

を行っております。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前期末、当中間期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率に

あるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

2　連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
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）

売却額（百万円） 0

売却益の合計額（百万円） 0

3　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

区分
前連結会計年度（平成18年3月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

　優先出資証券 －

　投資事業組合への出資 182

非上場株式 5

計 187
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（デリバティブ取引関係）

1　取引の状況に関する事項

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　取引の内容、利用目的及び取組方針

　当連結グループでは、借入金について、将来取引市場

における金利変動が利息負担額に及ぼす影響を軽減する

目的に限定し、金利関連のデリバティブ取引を利用して

おります。トレーディング目的及び投機目的での取引は、

行わない方針であります。なお、デリバティブ取引のう

ち、ヘッジ会計の要件を満たすものについては、ヘッジ

会計を適用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理によっております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

(ハ)ヘッジ方針

　当連結グループの内部規程である「デリバティブ取

引取扱規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジして

おります。

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法

　ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が一

致しており、金利スワップの特例処理の要件に該当す

ると判断されるため、当該判定をもって有効性の判定

に代えております。

②　取引に係るリスクの内容

　当連結グループが利用している金利関連のデリバティ

ブ取引は、市場金利の変動に伴う潜在的なリスクを含ん

でおります。なお、当連結グループの金利関連のデリバ

ティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関

であるため、相手方の契約不履行によるリスクは極めて

少ないものであります。

③　取引に係るリスク管理体制

　当連結グループでは、デリバティブ取引に係る方針、

権限、限度額、手続等を定めた管理規程があり、これに

基づいて、財務部が取引を実行しており、実施した取引

についての確認及び記録の管理は、経理部が主導で実施

しております。デリバティブ取引に関する契約額、契約

の内容、市場リスクに関する情報等の重要な事項に関し

ては、財務部長より管掌役員に毎月報告が行われており

ます。
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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「取引の契約額等に関する事項」についての補足説明

　以下の表における契約額等は、デリバティブ取引にお

ける名目的な契約額であるため、必ずしも市場リスク、

信用リスクの大きさを測る指標ではありません。

２　取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成18年3月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引

変動受取・固定

支払
－ － － －

金利キャップ取引

買建 3,000 － 0 △22

合計 － － － △22

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

1　 時価の算定は、金融機関より入手した金額に基づいて

おります。

2 　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除い

ております。
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（退職給付関係）

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　 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格

退職年金制度を設けております。

2　 退職給付債務に関する事項

退職給付債務    △726百万円

年金資産 845

前払年金費用 119

3 　退職給付費用に関する事項

勤務費用       81百万円

利息費用 9

期待運用収益 △12

数理計算上の差異の費用処理額 △91

退職給付費用 △13

4　 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率  1.5％

期待運用収益率  2.0％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数   1年
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

1　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産 (単位：百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,173

係争関係損失引当金 1,848

未収収益不計上否認額 1,154

繰越欠損金 50,801

土地再評価に係る繰延税金資産 7,082

その他 1,188

繰延税金資産小計 78,248

評価性引当額 △72,129

繰延税金資産合計 6,118

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額 △21

前払年金費用 △47

繰延税金負債合計 △68

繰延税金資産の純額 6,049

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 (単位：％)

法定実効税率 40.1

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

△0.1

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.0

住民税均等割 △0.6

土地再評価差額金の取崩 0.6

未認識の繰延税金資産 △111.5

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△71.5
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セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

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

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

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

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

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

報の記載を省略しております。

（所在地別セグメント情報）

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

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

す。

（海外売上高）

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

松田一男 － － －
被所有

直接9.41％
－ －

家賃の支払 88
その他

(前払費用)
7

敷金の支払 －
その他

(敷金)
45

　（注）1　 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引については、一般と同様の条件に拠っております。

2　 取引金額以外の金額には、消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

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      768.89円

1株当たり当期純損失    212.18円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益       －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日)

1株当たり当期純損失金額

当期純損失（百万円） 23,456

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 23,456

期中平均株式数（千株） 110,551

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額408百万円）並びにＢ

種新株予約権（新株予約権の数

14,720個）及び第2回Ｂ種新株予

約権（新株予約権の数10,822

個）。

これらの概要は、「社債明細表」

及び「第4提出会社の状況、1株式

等の状況、(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。

（重要な後発事象）

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）

該当事項はありません。
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７．その他
(1）役員の異動

１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動（平成19年6月28日）

(1）新任取締役候補者

氏名 略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況

泉　信彦

平成９年９月 当社入社

平成10年９月 当社高松、広島支店長歴任

平成12年６月 当社営業統括本部第５部長

平成12年９月 当社神戸支店長

平成13年４月 当社営業統括本部西地区ブロック長

平成14年５月 当社京都、神戸、名古屋支店長歴任

平成18年９月 当社フィナンシャルプラザ大阪プラザ長

平成19年２月 当社管理本部長（現任） 

平成19年３月 当社マーケティング戦略部長（現任） 

平成19年５月 当社本社事務センター長（現任） 

(2）退任予定取締役

 宮下　武（現　取締役鹿児島支店長）

 以　上
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