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半期報告書提出予定日  平成 19 年 11 月 27 日     配当支払開始予定日   平成 19 年 12 月５日 
  

（本中間決算短信中の金額は、百万円未満を四捨五入、１株当たり情報は銭未満を四捨五入しております。） 
１．19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                            （％表示は対前年中間期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

144,235（△15.4）
170,570（△ 3.6）

25,876（△61.3）
66,906（  20.7）

25,962（△61.3） 
67,061（  13.3） 

29,745（  －  ）
△144,228（  －  ）

19 年３月期 328,920（  －  ） △165,030（  －  ） △163,764（  －  ） △481,274（  －  ）
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

211 40 
△1,025 03 

－  
－  

19 年３月期 △3,420 42 －  
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 － 百万円 18 年９月中間期 － 百万円 19 年３月期 － 百万円 
 
(2)連結財政状態 

 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９月中間期 
18 年９月中間期 

1,491,696   
1,755,587   

468,354  
809,736  

31.4  
46.1  

3,328 60 
5,754 81 

19 年３月期 1,583,172   457,714  28.9  3,252 98 
(参考) 自己資本  19 年９月中間期 468,354 百万円  18 年９月中間期 809,736 百万円  19 年３月期 457,714 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･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９月中間期 
18 年９月中間期 

88,657  
36,896  

1,175  
△1,054  

△80,914   
△44,270   

104,530  
98,694  

19 年３月期 70,455  △1,248  △80,291   96,096  
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 

19 年３月期 － 115 00 － 115 00 230 00 

20 年３月期 － 90 00   

20 年３月期（予想）   － 90 00
180 00 

 
３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％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 １株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通   期 280,600（△14.7） 55,700（ － ） 54,200（ － ） 53,600（ － ） 380  94 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
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、21 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 
 
(3) 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９月中間期 147,295,200 株    18 年９月中間期 147,295,200 株 
19 年３月期   147,295,200 株 

②期末自己株式数 19 年９月中間期   6,589,223 株    18 年９月中間期   6,589,193 株 
19 年３月期     6,589,219 株 

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40 ページ「１株
当たり情報」をご覧ください。 

 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19 年９月中間期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19年９月中間期 
18年９月中間期 

143,726（△15.5）
170,162（△ 3.3）

25,405（△61.8）
66,572（  21.4）

25,148（△62.3）
66,657（  18.2）

29,244（ － ）
△144,474（ － ）

19 年３月期 328,045（  －  ）△165,839（  －  ）△165,726（  －  ）△481,377（ － ）
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19年９月中間期 
18年９月中間期 

207 84
△1,026 78

19 年３月期 △3,421 15
 
(2)個別財政状態 

 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９月中間期 
18年９月中間期 

1,509,246 
1,766,695 

463,397 
805,232 

30.7 
45.6 

3,293 37 
5,722 80 

19 年３月期 1,594,014 453,227 28.4 3,221 09 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 463,397 百万円 18 年９月中間期 805,232 百万円 19 年３月期 453,227 百万円 
 
 
２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通    期 279,500（△14.8） 54,800（ － ） 53,300（ － ） 53,200（ － ） 378 09 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．通期の連結及び個別業績予想につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、修正しております。な

お、業績予想に関する事項につきましては、３ページ「（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１【経営成績】 

（1）経営成績に関する分析 

① 当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業部門の好調さが持続し、これが家計部門へ波及し国内民間

需要に支えられた緩やかな景気回復が続いてまいりました。 

消費者金融業界におきましては、改正貸金業法の施行を踏まえ、各社生き残り策を模索する中、経営統合、

事業売却、さらには、民事再生法の適用申請が行われる等、再編・淘汰の波が押し寄せる非常に厳しい状況が

続いております。 

このような情勢の下、当社グループは、店舗の統廃合を含めた経営資源の最適配分による効率経営の推進を図る

とともに、多重債務防止と消費者保護の観点からの与信基準の厳格化、改正法を見据えた対応としての総借入額が

年収の３分の１を超えるお客様への勧誘の禁止などに取り組むことにより、債権の良質化を進め、クレジットコス

トの抑制を図ってまいりました。また、新規のお客様を対象にした低金利商品の販売により新たな顧客層の開拓に

努めるとともに、既存のお客様につきましても「お客様のご利用満足度調査」を実施することにより、お客様ニー

ズに的確に応えるべく多彩な新商品の販売とお客様サービスの充実に努めてまいりました。さらに、コンプライア

ンスオフィサー・個人情報保護オフィサーの増員、各種法令研修の実施等により、全社的なコンプライアンス体制

の充実・強化に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の営業貸付金残高は１兆 3,593 億 14 百万円（前連結会計年度末比 5.1％

減）、口座数は 2,037 千口座（同 4.2％減）となりました。 

この結果、当中間連結会計期間の営業収益は 1,442 億 35 百万円（前中間連結会計期間比 15.4％減）となり、

営業利益は 258 億 76 百万円（同 61.3％減）、経常利益は 259 億 62 百万円（同 61.3％減）、最終利益は 297 億

45 百万円（前中間連結会計期間は 1,442 億 28 百万円の損失）となりました。 

なお、当中間連結会計期間末の店舗数は、通常店舗が 360 店舗（前連結会計年度末 471 店舗）、スピード無人

受付機を含む無人店舗が 1,251 店舗（同 1,257 店舗）、インターネット店舗が１店舗（同１店舗）、自社ＡＴＭ

の設置台数は 1,733 台（同 1,856 台）、ＣＤ・ＡＴＭの提携台数は 47,273 台（同 46,216 台）となりました。 

 

② 通期の見通しと対処すべき課題 

今後の景気動向につきましては、緩やかな回復基調は続くものの、サブプライムローン問題にゆれる米国経

済動向、原油等の価格高騰など、なお世界経済は不安材料を含んでおります。 

消費者金融業界におきましては、本年 12 月に貸金業規制法が貸金業法へと名称変更され、あわせて行為規制

のみならず内部管理態勢の整備など、業務全般にわたる適切な運営の確保が求められることになります。また、

段階的に施行される上限金利の引き下げ、総量規制の導入等に備えて、システム対応を含めて経営・業務全般

にわたる見直しが必要となる大変厳しい局面を迎えております。 

このような状況におきまして、当社グループは「この厳しい状況」をむしろ「チャンス」ととらえ、国民の

信頼を得ることのできる金融サービスのあり方を前向きに検討してまいります。健全な資金需要者のニーズに

可能な限り、適切にお応えしていくことが消費者金融会社の社会的使命であると認識し、厳格な債権保全を行

いつつ新商品の開発を企画し、より多くのお客様に安心してご利用いただけるように与信基準の見直しを行う

とともに、現在ご利用いただいております既存のお客様につきましても、様々な商品を取り揃えて段階的に金

利の引き下げを行ってまいります。改正法を踏まえた内部管理態勢の確立に努めるとともに、50 万円以上の貸

付決裁を行う審査部の新設、効率的で効果的な管理業務推進のための管理室・コールセンターの統合など、組

織体制の見直しも行ってまいります。社内教育におきましても、改正法対応を含め充実したプログラムを策定

し、全社員に対しさらに一段上のコンプライアンス意識の向上を目指してまいります。 

 

なお、通期の連結業績の見通しといたしましては、営業収益 2,806 億円（前連結会計年度比 14.7%減）、営業

利益 557 億円、経常利益 542 億円、当期純利益 536 億円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間の資金調達活動につきましては、「金融費用の圧縮」、「有利子負債の圧縮」を基本方針と

して、第八回 20 年物無担保普通社債 300 億円の実質的ディフィーザンスを実施するとともに、金融機関から安

定的に 315 億円の調達を実施いたしました。この結果、社債発行差金控除後の有利子負債残高合計額は 5,344

億８百万円(前中間連結会計期間比 819 億 70 百万円減）となり、有利子負債平均残存期間は５年９か月となり

ました。今後も金利動向を注視し金融費用の圧縮に努めながら、流動性にも配慮した機動的な効率の良い資金

調達を行ってまいります。 

なお、当社は格付機関であるムーディーズ社より Baa1、スタンダード＆プアーズ社より BBB の格付けを取得

しております。 

 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ 84 億 34 百万円増加し、1,045 億 30 百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 886 億 57 百万円（前中間連結会計期間は 368 億 96 百万円）となりました。

これは、営業貸付金貸付額 2,022 億 48 百万円（同 2,919 億 61 百万円）及び利息返還損失引当金減少額 373 億

64 百万円（同 2,470 億 62 百万円の増加）等の減少要因はあったものの、税金等調整前中間純利益 250 億６百

万円（同税金等調整前中間純損失 2,050 億 75 百万円）及び営業貸付金回収額 2,124 億 27 百万円（同 2,660 億

76 百万円）等の増加要因により資金が増加したものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は 11 億 75 百万円（前中間連結会計期間は 10 億 54 百万円の使用）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得支出３億 35 百万円（同５億 74 百万円）及び無形固定資産の取得支出５億

42 百万円（同４億 74 百万円）等により資金を使用したものの、投資有価証券の売却による収入 13 億 11 百万

円（同３億 21 百万円）等により増加したものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は 809 億 14 百万円（前中間連結会計期間は 442 億 70 百万円）となりました。

これは、長期借入金の調達 185 億円（同 713 億円）により増加したものの、社債の償還による支出 300 億円（同

380 億円）及び長期借入金の返済による支出 532 億 33 百万円（同 613 億 88 百万円）等により減少したもので

あります。 

 

 

（3）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題として位置づけ、長期安定的な利益配分

を継続的に行い、株主の皆様に報いることを基本方針としております。 

上記の方針に基づき、当期(平成 20 年３月期)の中間配当金は１株につき 90 円といたします。また、期末配

当金につきましては、中間配当金と同額の１株につき 90 円(併せて年間配当金 180 円)の配当を予定しておりま

す。 

内部留保金につきましては、財務体質の更なる強化を図るため営業資金に充当するとともに、顧客サービス

充実のための各種投資、並びに収益基盤の拡充のための戦略的投資・自己株式の取得にも活用し、中長期的な

収益力の向上を図ることにより、株主還元の促進や株主価値の最大化に努めてまいります。 

 

（4）事業等のリスクに関する考え方 

当社グループの事業上のリスクについて、業績、株価及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性があると

考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投

資家の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から以下に開示し

ております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した

場合の対応に努めてまいる所存であります。 

本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本資料提出日現在において判断

したものであります。 

 

 ① 法的規制等について 

１．貸金業規制法関連 

当社は、主要業務である消費者金融業務を営むために､｢貸金業の規制等に関する法律（以下「貸金業規制

法」という）｣で定める貸金業者の登録を受けており、消費者金融事業全般にわたり当該法律が義務付けてい

る諸規制の遵守を要請されております｡諸規制として過剰貸付等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広告

等、誇大広告等の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、白紙委任状の取得の制限、取立て行

為の規制、債権証書の返還、標識の掲示、債権譲渡等の規制があります。また、この貸金業規制法の執行に

あたって、金融庁事務ガイドライン（「第三分冊金融会社関係 ３．貸金業関係」）にも留意して業務を行う

必要があります。 

当社においては、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、その充実のために組織体制の見直し、

社員教育、自浄作用の効いた体制の構築など、実効性の高いコンプライアンス態勢の確立を図っております。

しかしながら、当社グループが貸金業規制法に違反した場合は、行政処分や罰則を受けるとともに、当社グ

ループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

２．貸付金利の規制に伴うリスク 

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」という）では、金銭の貸付を

行う者が業として金銭の貸付を行う場合の貸付上限金利は、29.2％とされており、当社では平成８年２月１

日以降、貸付上限金利を 27.375％に設定しております。なお利息制限法では、元本が 10 万円未満の場合は

年 20％、10 万円以上 100 万円未満の場合は年 18％、100 万円以上の場合は年 15％を超過した消費貸借上の

利息の契約はその超過部分につき無効とされておりますが、貸金業規制法第 43 条で定められている所定の要

件を満たした場合は、利息制限法で定められた利率を超過した部分についても有効な利息の債務の弁済とみ
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なすとされております。 

しかしながら、平成 18 年の第 165 回臨時国会において「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する

法律案」が可決され、貸金業法の完全施行時(貸金業法施行から２年半以内)においては、出資法の上限金利

が、現行の年 29.2％から 20％に引き下げられ、利息制限法を超える利息の契約の締結もできなくなります。

平成 19 年度においては現行の上限金利が適用されますが、これらの貸付金利の規制が施行される段階に入る、

若しくは前倒しで上限金利の引き下げを行った場合、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

３．貸金業規制法の業務規制に伴うリスク 

平成 18 年 12 月 20 日に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。本法

は、第１条施行から第４条施行までの４段階に分けて順次施行されますが、第１条施行の無登録営業の罰則

の引き上げ（ヤミ金融対策の強化）については公布から１ヵ月後の平成 19 年１月 20 日に施行されました。 

平成 19 年 12 月に予定されております第２条施行においては、貸金業規制法は貸金業法と変更になり、主

な内容としては「業務改善命令の創設をはじめとする行政処分の強化」「勧誘規制の強化」「取立て行為規制

の強化」「禁止行為の強化」「新貸金業協会の設立と自主規制規則の制定」「帳簿閲覧に応じる義務」等があり

ます。 

特に、「業務改善命令」については、「貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るた

め必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要

な措置を命じることができる」とされており、これまでにもあった業務停止処分よりも機動的に発出される

可能性があります。また、新貸金業協会は強力な自主規制機関となり、自主規制規則の実効性を高めるため、

協会員に対する調査・監査権限並びに強い制裁権限が付与されます。 

第３条施行は貸金業法施行から１年半以内に施行され、「信用情報機関の整備」「新貸金業務取扱主任者制

度の創設」等が実施されます。そして、貸金業法施行から２年半以内に第４条施行が発効されますが、主な

内容は「出資法上限金利の引き下げ」「総量規制の導入」等です。「出資法上限金利の引き下げ」については

「２．貸付金利の規制に伴うリスク」で述べたとおりですが、「総量規制の導入」については、借入残高が年

収の３分の１を超える場合には、返済能力を超えるものと認められ、原則として新たな貸付けをしてはなら

ないものとされております。 

上記改正を踏まえて現在与信基準について見直しを実施中ですが、新規獲得件数や営業貸付金に大きな影

響を及ぼす可能性があります。 

以上、貸金業法の施行に伴い、これまで以上に業務規制を受けることとなり、現在帳票類、業務フロー、

システム等の対応中ですが、これらが当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４．金融商品取引法（内部統制構築等）の影響 

平成 18 年６月７日に「証券取引法等の一部を改正する法律案」（法律の題名は「金融商品取引法」に変更）

が可決、成立し、６月 14 日に交布されました。本改正法では、財務報告の信頼性を確保するため、上場会社

に対して事業年度毎に財務報告に関する内部統制の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出を義務付け

ると共に、本報告書については公認会計士又は監査法人による監査証明を受けなければなりません。本制度

は平成 20 年４月１日から始まる事業年度より適用され、当社グループの場合は、平成 21 年３月期決算から

本報告書の提出が義務付けられます。 

この内部統制報告書の提出に先立ち、企業は財務報告の信頼性を確保する内部統制を構築することが求め

られます。本資料提出日時点、当社グループでは内部統制の構築作業を全社で行っておりますが、例えば、

内部統制が有効に機能していなかったことにより、業務フローの見直し、文書化等の追加作業等が発生する

ことも考えられ、当初予想以上の構築に係るコストが発生するおそれもあります。 

また、公認会計士又は監査法人による内部統制監査の結果、当社グループ内の内部統制の欠陥等のため限

定意見等が付された場合、市場等からの当社に対する評価、企業イメージの低下等により当社グループの業

績に影響を及ぼす場合があります。 

 

５．個人情報保護法の影響 

平成 17 年４月１日から、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)」が全面施行さ

れ、当社においても、「個人情報保護法」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金

融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に基づき社内規

程を定め、運用をしております。しかしながら当社グループにおいても漏洩事件が発生した場合、二次被害

等発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への連絡、当局への報告及び公表を行う必要があり、社

会的信用問題、個人への賠償問題、また業務面での処分問題といったリスクが発生する可能性があります。 

 

６．その他事業関連法令による影響 

当社は総合斡旋事業について割賦販売法の適用を受けており、これにより各種の業務規制（取引条件の表

示、書面の交付、帳簿の備付け、支払能力を超える購入の防止等）を受けております。現在多重債務問題の

一因として、顧客の返済能力を超えるクレジット契約締結等も指摘されており、今後本法の規制が強化され

ることも予想されます。本法の改正等で業務が規制された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
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があります。 

なお、その他にも当社の事業は民事再生法、破産法、司法書士法、特定調停法等事業に関連する様々な法

令の影響を受けておりますが、当該法の改正、また新法の施行内容等により当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

 ② 過払金返還請求に伴うリスク 

当社の貸付金利には、利息制限法第１条１項に定められた利息の限度を超過する部分があります。 

従来、この超過部分については貸金業規制法第 43 条の適用要件を満たした場合に有効とされておりました

が、平成 18 年１月 13 日最高裁判所において適用要件の一つである任意性を否認する判決が出されたことに

より、過払金返還金請求事案における抗弁は極めて困難な状態となり、前連結会計年度の過払金返還額は急

激に増加いたしました。 

このような動向を踏まえ、日本公認会計士協会が平成 18 年 10 月 13 日に公表した「業種別委員会報告第

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」に基づき、

当中間連結会計期間においても利息返還損失引当金の算定を行い、4,514 億 34 百万円の残高となっておりま

す。 

下期に向けて過払金返還請求事案の動向は落着く兆しも見えつつありますが、今年４月札幌高裁、７月大

阪高裁で判示された「みなし弁済が適用される余地が極めて乏しいことを認識し、過払金発生時に法律上の

原因を欠くことを知っていたと推認される約定利率による請求は、架空請求に類似する」という判決につい

て現在のところ業績への影響は確認されておりませんが、今後の司法判断の動向次第では、過払金返還請求

事案増加の要因になることも予想されることから同様の司法判断が続く場合には当社グループの業績に大き

な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ③ 資金調達及び調達金利について 

１．格付けの格下げに伴うリスク 

当社はムーディーズ社及びスタンダード＆プアーズ社よりそれぞれBaa1及びBBBの格付けを取得しており

ます。今後、格付の格下げがあった場合には、当社の資金調達に影響を及ぼす可能性があります。 
 
２．資金調達の財務制限条項について 

当社の借入及び社債債務による資金調達にあたっては、一定の財務制限条項が付されているものもあり、

抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済することとなっております。 

平成 16 年３月及び５月に発行したユーロ円建超長期債額面合計 1,200 億円（払込金額 420 億円）につきま

しては、一定の事由が生じた場合、期限前に償還請求できるオプションが、社債権者に対し付与されており

ます。 
 
３．調達金利の変動に伴うリスク 

当社の消費者金融事業におきましては、営業貸付金利は出資法の規制により年率 29.2％を上回ることは出

来ず、現状の貸出上限金利は 27.375％としております。調達金利は市場環境その他の要因により変動するこ

とがあり、金融費用の上昇は営業利益の減益要因として反映され、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、改正貸金業法の完全施行に伴い出資法上限金利が 20％となった場合、影響が大きくなる可能性があり

ます。 

 

④ 多重債務者問題について 

自己破産、個人版民事再生、特定調停、弁護士による債務整理、不当利得返還請求事件等の回収不能債権、

長期延滞債権が増加し、貸倒費用が増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 

 

⑤ 業績の推移について 

当社グループは経営の効率化のため、無人契約機「￥en むすび」及びＡＴＭを設置しております。また他

の金融機関等とＡＴＭ・ＣＤ提携を推進し、顧客の利便性向上を図ってまいりました。この結果、平成 14

年３月期までは顧客数及び営業貸付金残高は増加し、これに伴い営業収益も増収で推移してまいりました。 

しかしながら、バブル崩壊後の低迷期を抜け出し、雇用回復、消費拡大等の景気回復の兆しが見られる一

方で、世帯間及び地域間の所得の格差が格大する傾向にあり、かつ消費者金融市場では、新規参入者も含め

て優良顧客を確保するための競争がこれまで以上に激化するとともに、過払金返還費用、当費用に関する引

当金の計上基準の厳格化、自己破産ないし多重債務者の増加による貸倒償却費用等が増加することにより、

当社グループを取り巻く市場環境は一段と厳しい局面に入っていくものと思われます。 

顧客数及び営業貸付金の状況、貸倒費用の状況等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

１．景気変動に係るリスク 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復を背景とした輸出の増加や、リストラの進展

による企業収益の改善、高止まりを続けた失業率の下落等、回復基調を強めております。一方で、世帯間及

び地域間の所得の格差の拡大、いわゆる格差問題等、消費者を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続いて
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おります。 

２．貸倒れの増加リスク 

最高裁判所の調べによる個人の自己破産件数は、平成 13 年は約 16 万件、平成 14 年は約 21 万５千件、平

成 15 年は約 24 万２千件と増加を続けてまいりました。この破産件数の増加傾向が消費者金融業界の貸倒増

加に大きく影響しており、当社の貸倒償却件数に占める破産件数の割合は、平成 19 年３月期で 17.8％と大

きな部分を占めております。なお、平成 16 年は約 21 万１千件、平成 17 年は約 18 万４千件、平成 18 年は約

16 万６千件で、対前年度比約 10％減と３年連続で件数自体は減少しているものの、この背景には民事再生や、

任意整理による過払金返還請求等の債務整理の選択肢が存在したことの影響も考えられます。景気回復の兆

しが見られる一方で、世帯間及び地域間の所得の格差の拡大等が今後も続く限り、自己破産件数の推移は予

断を許さない状況であることから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３．マーケット競合に係るリスク 

平成 18 年 12 月に成立した改正資金業規制法により、施行後２年半以内に出資法の上限金利が利息制限法

の水準まで引き下げられるほか、いわゆる貸付総量規制が導入されます。これにより従来の顧客への貸付金

利帯による「住み分け」体制から、銀行系、クレジットカード・信販系と同一金利帯での競争となり、顧客

獲得競争は益々激化することが考えられます。その結果、消費者金融専業のみならず、銀行系やクレジット

カード・信販系などの競合他社の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４．事業の集中によるリスク 

当社グループは、営業収益の大部分を消費者金融業に依存しており、連結営業収益に占める割合は、約

98.2％に達します。消費者金融業に関し、今後の法改正、会計基準の変更、その他の要因により営業収益が

大幅に減少した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 情報ネットワークシステム、インターネットサービス等または技術的システムに生ずる混乱、故障 

１．災害関連 

当社グループのコンピューターシステムは、地震対策として震度７に対応した耐震工事を実施済みですが、

災害時に別の場所に設置してあるシステムで業務を継続する、いわゆるバックアップセンターは保有してお

りません。 

従いまして、東海大地震が発生したとしても（関東地方での震度は５程度）、コンピューターシステムには

大きな影響は無いと考えておりますが、火災等当社の建屋に大きな損傷を被る被害が発生した場合、コンピ

ューターシステムが停止する可能性があります。その場合、最大２～３か月の間、通常と異なる業務運用と

なり、業務のサービスレベルが大きく低下する可能性があります。 

 

２．情報漏洩 

当社グループの顧客情報は、大型コンピューターで一元管理をしており、これに対する操作権限を有する

者は、ごく僅かの社員に限定されております。また、この権限を有する社員の操作についても操作許可の事

前申請・承認、及び別の人物による正当な操作かどうかの監査を日々実施しております。 

また、外部記録媒体への入出力装置もパソコン等から撤去しており、個人での持ち込み・装着、外部記録

媒体への記録も監査をしております。インターネットによるメールの送受信についても、全て監査を行って

おります。 

従いまして、顧客情報が外部に漏洩するリスクは極めて低いと考えておりますが、もし何らかの原因で顧

客情報が外部に漏洩した場合、その社会的責任及び会社としての信用力の失墜から、会社の業績に大きな影

響を及ぼす可能性があります。 

 

３．コンピューターウィルス等による被害 

コンピューターウィルスによる被害を抑止するため、当社グループは定期的かつ必要時には都度、ウィル

ス対策用ソフトを取り込み・更新する事により防備をしております。ハッカーに対しても、脆弱性の検査を

専門の業者に定期的に委託しており、その検査結果に基づく指摘事項について都度対策を行っております。

しかし、ウィルス対策ソフトは、一般的に新種のウィルスが検出された後に対策用ソフトが配布されるのが

通常のケースとなります。また、ハッカーについても指摘後の対策となります。従いまして、それらの対策

前に被害を被る可能性があります。 

その場合でも、基幹系のシステムが汚染される恐れはありませんが、インターネット関連の業務および一

般事務用パソコンが汚染されて本社管理部門の業務に支障をきたす可能性があります。 

 

４．偽造カード等による被害 

クレジットカード、キャッシュカードの情報をスキミング等の方法により不正に取得し、偽造カードを作

成・使用する犯罪が増加しております。 

当社は、平成 14 年 10 月のクレジット業務開始と共に、クレジットカードのＩＣ化を行ってまいりました。

加えて、領収書へのクレジットカード番号表示を一部のみとする等の対策を施しております。また、当社か

ら発信する全てのメールに電子証明書を添付する等、フィッシング詐欺に対する被害防止策も実施してまい
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りました。その他、消費者金融業界では初めてとなる情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格で

ある英国規格の「ＢＳ7799-2:2002」と日本国内の標準規格である「ＩＳＭＳ認証基準（Ver.２.０）」の認証

を平成 17 年３月 15 日付で取得しました。引き続き平成 18 年４月５日付で平成 17 年 10 月に制定された国際

規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ27001:2005」認証へ移行取得いたしました。 

しかし、これらの対策にも係らず、当社の与信管理システムを経由しない取引や暗証番号を不正に詐取し

た取引等において、不正使用による被害が発生する可能性があります。 

 

⑦ 資産リスク 

１．為替変動に伴うリスクについて 

当社グループのうち国内会社において、平成 19 年９月末現在、１億 28 百万米ドルの外貨預金の他、外貨

建の資産を有しております。近年の円高傾向で当中間連結会計期間は４億 82 百万円の為替差損を計上してお

ります。今後も為替レートの変動により多額の為替差損益が生じる可能性があります。 

 

２．ベンチャー投資リスクについて 

当社グループは、直接間接的にベンチャー企業への投資を行っており、平成 19 年９月末現在の投資残高は、

投資有価証券 30 億 43 百万円となっております。これらの投資については、その性格上、将来投資先企業が

株式公開することとなれば高い収益が見込まれる反面、経営が行き詰まり破綻した場合には無価値となり損

失が生じる可能性があります。 

 

⑧ 重要な訴訟事件等の発生に係るもの 

平成 19 年９月末現在、当社が被告となっている訴訟係争案件は 14 件あります。その内訳は、退職した元

社員からの在籍中の未払賃金等の支払請求に関するものが８件（内１件は控訴事件）、退職した元社員から在

職中に約束された報酬金等の支払請求に関するものが１件（控訴事件）、店舗の明渡し請求に関するものが２

件、損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件、慰謝料請求事件に関するものが各１件となっております。 

これらの係争案件につきましては、訴訟代理人弁護士と協議の上、適切な対応を図る所存ですが、今後も

同様の提訴がなされ、多額の損害賠償額が生じる可能性があります。 

また、このような訴訟がマスコミに報道されることにより、当社グループを取り巻く一般消費者、投資家、

金融機関等の様々な利害関係者に不安を与え、新規顧客の獲得、株価形成、資金調達等に悪影響を及ぼす可

能性があります。 
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２【企業集団の状況】 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社９社（平成 19 年９月 30 日現在）で構成

され、消費者金融業を主な事業とし、更に子会社においてその他の事業を営んでおります。 

 当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

消費者金融業 

ローン事業       当社は、国内最大規模の取引先数と貸付残高を保有する消費者金融会社であり、

設立以来一貫して一般消費者に対する直接融資を行っており、全国的に店舗を展

開し、地域に密着して多くの人々のニーズに応えると同時に個人に対する小口金

融に徹し、無担保無保証で即時融資を行っております。 

総合斡旋事業      当社は、「暮らしに役立つカード」として、従来クレジットカードを持つ機会が少

なかったお客様への利用機会の提供と共に加盟店開拓を進め、地域社会に密着し

たカード事業を展開しております。 

その他の事業 

ゴルフ場経営      ㈱テイクワンは、ゴルフ場の経営を行っており、余剰資金を当社に融資しており

ます。 

不動産業        当社及び㈱ティデーエスは、所有不動産の有効活用を図るため、不動産の開発、

管理、賃貸を行っております。 

ベンチャーキャピタル業 TWJ EURO CO.,LTD. は、イギリスに設立したベンチャーキャピタルであり、ヨー

ロッパ諸国のベンチャー企業等への投資を行う予定であります。TWJ VC CO.,LTD.

は、米国に設立したベンチャーキャピタルであり、米国のベンチャー企業等への

投資を行う予定であります。また、㈱テーダブルジェーは、国内外のベンチャー

企業等への投資を行っております。 

その他         共立エステート㈱、㈱武富士キャピトル、TSR CO.,LTD.、G.H INVESTMENT CO.,LTD. 

 

関連当事者は３社（平成 19 年９月 30 日現在）あり、不動産賃貸・不動産管理に関する事業を行っておりま

す。 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 
 

 

一

般

消

費

者

当

社

株

式

会

社

武

富

士

㈱ テ ィ デ ー エ ス不 動 産 業

融資 

㈱ テ イ ク ワ ンゴ ル フ 場
経 営

融資

消 費 者
金 融 業 

融資

ベンチャー
キャピタル

業 

TWJ EURO CO.,LTD. 
T W J  V C  C O . , L T D . 
㈱テーダブルジェー

共 立 エ ス テ ー ト ㈱
㈱ 武 富 士 キ ャ ピ ト ル
T S R  C O . , L T D .
G . H  I N V E S T M E N T  C O . , L T D .

融資
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３【経営方針】 
（1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略 

平成 19 年３月期中間決算短信（平成 18 年 11 月１日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

当該中間決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.takefuji.co.jp/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

（4）会社の対処すべき課題 

１．経営成績（1）経営成績に関する分析に記載しております。 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

店舗等の一部については、関連当事者の保有する建物等を賃借しております。当該取引におきましては、

需給及び市場価格の動向等も勘案の上、すべて一般の取引と同様の手続きを踏まえ、同等の条件を適用し

ております。 
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４【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日現在） 

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） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  68,695 57,028 68,110

２．営業貸付金 
※
1.2.7

1,518,789 1,359,314 1,431,848

３．割賦売掛金  577 595 582

４．有価証券  6 － －

５．たな卸資産  330 252 282

６．未収営業貸付金利
息 

 13,395 12,362 12,918

７．短期貸付金  29,998 47,502 27,986

８．繰延税金資産  26,334 30,213 20,604

９．その他  19,748 16,185 35,966

貸倒引当金  －162,719 －160,079 －151,262

流動資産合計  1,515,153 86.3 1,363,373 91.4 1,447,034 91.4

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※５ 

(1）建物及び構築物 ※１ 8,886 7,714 8,197 

(2）土地 ※１ 35,093 34,937 35,084 

(3）その他  5,543 49,522 5,349 48,000 4,960 48,242

２．無形固定資産  5,444 4,772 5,036

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  27,289 21,879 26,577 

(2）長期預託金  42,830 46,556 46,556 

(3）繰延税金資産  106,836 － － 

(4）その他  8,514 185,468 7,115 75,551 9,726 82,859

固定資産合計  240,434 13.7 128,322 8.6 136,137 8.6

資産合計  1,755,587 100.0 1,491,696 100.0 1,583,172 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日現在） 

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） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．一年内償還予定社
債 

 30,000 － －

２．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 107,451 109,227 110,569

３．未払法人税等  27,728 4,455 608

４．賞与引当金  787 857 749

５．役員賞与引当金  22 － －

６．その他  17,091 18,257 20,346

流動負債合計  183,079 10.4 132,796 8.9 132,272 8.4

Ⅱ 固定負債  

１．社債  157,178 129,781 158,479

２．長期借入金 ※１ 321,750 295,401 328,791

３．繰延税金負債  146 2,991 4,937

４．利息返還損失引当
金 

 269,562 451,434 488,798

５．退職給付引当金  3,064 3,166 3,098

６．役員退職慰労引当
金 

 103 118 117

７．その他  10,970 7,655 8,964

固定負債合計  762,772 43.5 890,546 59.7 993,185 62.7

負債合計  945,851 53.9 1,023,342 68.6 1,125,457 71.1

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  30,478 1.7 30,478 2.0 30,478 1.9

２．資本剰余金  52,263 3.0 52,263 3.5 52,263 3.3

３．利益剰余金  761,334 43.3 421,671 28.3 408,107 25.8

４．自己株式  －40,776 －2.3 －40,776 －2.7 －40,776 －2.6

株主資本合計  803,299 45.7 463,636 31.1 450,071 28.4

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評
価差額金 

 6,806 0.4 4,598 0.3 6,657 0.4

２．繰延ヘッジ損益  －419 －0.0 －52 －0.0 861 0.1

３．為替換算調整勘定  50 0.0 172 0.0 125 0.0

評価・換算差額等合
計 

 6,437 0.4 4,718 0.3 7,643 0.5

純資産合計  809,736 46.1 468,354 31.4 457,714 28.9

負債純資産合計  1,755,587 100.0 1,491,696 100.0 1,583,172 100.0
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(2)【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益  

１．営業貸付金利息  164,877 139,891 318,491

２．総合斡旋収益  42 36 86

３．その他の金融収益  1,625 1,627 3,249

４．その他の営業収益  4,026 2,681 7,095

営業収益合計  170,570 100.0 144,235 100.0 328,920 100.0

Ⅱ 営業費用  

１．金融費用  

(1) 支払利息  4,690 5,245 9,997 

(2) 社債利息  5,048 4,430 9,902 

(3) その他  627 10,365 790 10,466 1,397 21,297

２．その他の営業費用  

(1) 広告宣伝費  5,777 2,636 9,826 

(2) 貸倒引当金繰入
額 

 56,661 41,394 113,642 

(3) 利息返還損失引
当金繰入額 

 － 37,933 290,449 

(4) 給料賞与  7,731 7,285 15,885 

(5) 賞与引当金繰入
額 

 787 857 749 

(6) 役員賞与引当金
繰入額 

 22 － － 

(7) 退職給付費用  211 258 422 

(8) 役員退職慰労引
当金繰入額 

 15 16 29 

(9) 人材派遣費  699 685 1,386 

(10) 賃借料  3,556 3,178 6,996 

(11) 減価償却費  1,708 1,618 3,457 

(12) 支払手数料  5,212 5,465 10,830 

(13) その他  10,918 93,299 6,567 107,893 18,985 472,654

営業費用合計  103,664 60.8 118,359 82.1 493,951 150.2

営業利益  66,906 39.2 25,876 17.9 － －

営業損失  － － － － 165,030 －50.2
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅲ 営業外収益   

１．受取配当金  203 641 1,204 

２．投資利益  91 305 548 

３．為替差益  100 － 158 

４．還付加算金  － 328 － 

５．雑収入  109 503 0.3 71 1,345 0.9 247 2,157 0.7

Ⅳ 営業外費用   

１．固定資産除売却損  30 29 32 

２．為替差損  － 482 － 

３．支払オプション料  316 738 841 

４．雑損失  2 348 0.2 10 1,260 0.8 17 890 0.3

経常利益  67,061 39.3 25,962 18.0  － －

経常損失  － － － －  163,764 －49.8

Ⅴ 特別利益   

１．投資有価証券売却
益 

 － 144 － 

２．固定資産売却益 ※２ － － － － 144 0.1 40 40 0.0

Ⅵ 特別損失   

１．投資有価証券評価
損 

 99 225 140 

２．減損損失 ※３ － 303 160 

３．利息返還損失引当
金繰入額 

 272,038 － 272,038 

４．店舗閉鎖損 ※３ － 563 708 

５．その他  － 272,137 159.5 9 1,100 0.8 4 273,049 83.0

税金等調整前中間
純利益 

 － － 25,006 17.3  － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

 205,075 －120.2 － －  436,773 －132.8

法人税、住民税及
び事業税 

 33,423 4,825 22,163 

法人税等調整額  －94,271 －60,847 －35.6 －9,564 －4,739 －3.3 22,338 44,501 13.5

中間純利益  － － 29,745 20.6  － －

中間（当期）純損失  144,228 －84.6 － －  481,274 －146.3
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ損益 

為替換算

調整勘定

平成 18 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 921,787 －40,776 963,753 9,767 － 107

中間連結会計期間中の変動

額    

剰余金の配当（注）  －16,181 －16,181   

役員賞与（注）  －45 －45   

中間純損失  －144,228 －144,228   

自己株式の取得  －0 －0   

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額） 
 －2,961 －419 －57

中間連結会計期間中の変動

額合計（百万円） － － －160,454 －0 －160,454 －2,961 －419 －57

平成 18 年９月 30 日 残高

（百万円） 30,478 52,263 761,334 －40,776 803,299 6,806 －419 50

         

 （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。 

 
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ損益 

為替換算

調整勘定

平成 19 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 408,107 －40,776 450,071 6,657 861 125

中間連結会計期間中の変動

額    

剰余金の配当  －16,181 －16,181   

中間純利益  29,745 29,745   

自己株式の取得  －0 －0   

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額） 
 －2,059 －913 47

中間連結会計期間中の変動

額合計（百万円） － － 13,564 －0 13,564 －2,059 －913 47

平成 19 年９月 30 日 残高

（百万円） 30,478 52,263 421,671 －40,776 463,636 4,598 －52 172
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ損益 

為替換算

調整勘定

平成 18 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 921,787 －40,776 963,753 9,767 － 107

連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）  －16,181 －16,181   

役員賞与（注）  －45 －45   

剰余金の中間配当  －16,181 －16,181   

当期純損失  －481,274 －481,274   

自己株式の取得  －0 －0   

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 
 －3,110 861 18

連結会計年度中の変動額合

計（百万円） － － －513,681 －0 －513,681 －3,110 861 18

平成 19 年３月 31 日 残高

（百万円） 30,478 52,263 408,107 －40,776 450,071 6,657 861 125

         

 （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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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間純
利益 

 － 25,006 － 

税金等調整前中間
（当期）純損失 

 －205,075 － －436,773 

減価償却費  1,708 1,618 3,457 

減損損失  － 303 160 

投資損益  －17 －133 －226 

退職給付引当金増減
額 

 4 68 38 

役員退職慰労引当金
増減額 

 －1 1 12 

貸倒引当金増減額  12,289 8,817 832 

利息返還損失引当金
増減額 

 247,062 －37,364 466,298 

貸倒償却額  31,841 32,577 100,279 

利息返還額 
（元本毀損分） 

 15,328 29,804 44,669 

営業外受取利息及び
配当金計上額 

 －203 －641 －1,204 

店舗閉鎖損  － 563 708 

有形固定資産除売却
損 

 30 29 35 

投資有価証券売却益  － －144 － 

投資有価証券評価損  99 225 140 

未収営業貸付金利息
増減額 

 －1,090 556 －613 

営業貸付金貸付額  －291,961 －202,248 －547,751 

営業貸付金回収額  266,076 212,427 511,083 

長期預託金増減額  －11,772 － －15,499 

その他  4,717 6,078 －8,135 

小計  69,034 77,542 117,510 

営業外利息及び配当
金の受取額 

 203 641 1,204 

法人税等の支払額  －33,235 －1,115 －49,163 

法人税等の還付額  894 11,589 905 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 36,896 88,657 70,455 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（百万円） 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 

 －574 －335 －1,090 

無形固定資産の取得
による支出 

 －474 －542 －911 

有価証券の売却・償
還による収入 

 － － 4 

投資有価証券の取得
による支出 

 －315 －4 －315 

投資有価証券の売
却・償還による収入

 321 1,311 795 

出資金の取得による
支出 

 －43 － －105 

出資金の回収による
収入 

 20 24 34 

その他  11 720 342 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 －1,054 1,175 －1,248 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

長期借入れによる収
入 

 71,300 18,500 131,500 

長期借入金の返済に
よる支出 

 －61,388 －53,233 －111,429 

社債の償還による支
出 

 －38,000 －30,000 －68,000 

自己株式の取得・売
却による純増減額 

 －0 －0 －0 

配当金の支払額  －16,181 －16,181 －32,362 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 －44,270 －80,914 －80,291 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 100 －484 157 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 －8,328 8,434 －10,926 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 107,022 96,096 107,022 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 98,694 104,530 96,096 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ９社 連結子会社の数 ９社 連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

共立エステート㈱、TWJ VC 

CO.,LTD.、㈱武富士キャピトル、

㈱テイクワン、TSR CO.,LTD.、

G.H INVESTMENT CO.,LTD、㈱テ

ーダブルジェー、TWJ EURO 

CO.,LTD.、㈱ティデーエス 

共立エステート㈱、TWJ VC 

CO.,LTD.、㈱武富士キャピトル、

㈱テイクワン、TSR CO.,LTD.、

G.H INVESTMENT CO.,LTD、㈱テ

ーダブルジェー、TWJ EURO 

CO.,LTD.、㈱ティデーエス 

共立エステート㈱、TWJ VC 

CO.,LTD.、㈱武富士キャピトル、

㈱テイクワン、TSR CO.,LTD.、

G.H INVESTMENT CO.,LTD、㈱テ

ーダブルジェー、TWJ EURO 

CO.,LTD.、㈱ティデーエス 

 （追加情報）  

 開示対象特別目的会社の概要及

び開示対象特別目的会社を利用

した取引の概要等については、

「開示対象特別目的会社関係」

として記載しております。 

なお、当中間連結会計期間より、

「一定の特別目的会社に係る開

示に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第15号 平成19

年３月29日）を適用しておりま

す。 

 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の決算日等に関する

事項 

連結子会社のうち、㈱テーダブ

ルジェーの中間決算日は８月31

日、㈱テイクワンの中間決算日

は７月31日、TSR CO.,LTD.及び

G.H INVESTMENT CO.,LTD.の中間

決算日は６月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務諸

表を使用しておりますが、中間

連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な

調整を行っております。 

同左 連結子会社のうち、㈱テーダブ

ルジェーの決算日は２月28日、

㈱テイクワンの決算日は１月31

日、TSR CO.,LTD.及びG.H 

INVESTMENT CO.,LTD.の決算日は

12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を

使用しておりますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行

っております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの…中間連

結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のあるもの 

同左 

時価のあるもの…連結決

算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全

部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…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 

② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

最終仕入原価法による原価

法によっております。 

同左 同左 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

主として定率法によってお

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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物10年～50年 

器具及び備品 ４年～15年 

主として定率法によってお

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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物10年～50年

器具及び備品 ４年～15年

主として定率法によってお

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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物10年～50年

器具及び備品 ４年～15年

 （会計方針の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更

しております。 

これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間

純利益が９百万円、中間純

利益が５百万円それぞれ減

少しております。 

 

 （追加情報）  

 法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上し

ております。 

これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間

純利益が41百万円、中間純

利益が25百万円それぞれ減

少しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

定額法によっております。

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

基づく定額法によっており

ます。 

同左 同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権（延

滞日数30日以内の債権）に

ついては貸倒実績率によ

り、延滞債権等特定の債権

については、信用リスクの

ランクごとに区分して、過

去の一定の算定期間におけ

る貸倒実績等により回収可

能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

将来の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権（延

滞日数30日以内の債権）に

ついては貸倒実績率によ

り、延滞債権等特定の債権

については、信用リスクの

ランクごとに区分して、過

去の一定の算定期間におけ

る貸倒実績等により回収可

能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

将来の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権（延

滞日数30日以内の債権）に

ついては貸倒実績率によ

り、延滞債権等特定の債権

については、信用リスクの

ランクごとに区分して、過

去の一定の算定期間におけ

る貸倒実績等により回収可

能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

（追加情報） （追加情報） （追加情報） 

当中間連結会計期間より、

日本公認会計士協会業種別

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利息

返還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

還損失見込額部分12,531百

万円を利息返還損失引当金

に振替えております。 

従来、貸倒引当金は利息返

還損失引当金の対象債権も

含めた金額を算定した上で

当該債権に係る利息返還損

失引当金相当額を控除して

おりましたが、貸倒実績に

占める利息返還損失のデー

タが蓄積されたことによ

り、当該他の債権に係る貸

倒実績と区別して把握する

ことが可能になりました。

このため、当中間連結会計

期間より利息返還損失引当

金の対象債権を除いた債権

に係る貸倒実績により貸倒

引当金を算定しておりま

す。 

この結果、従来の会計処理

に比べ、営業費用の貸倒引

当金繰入額が14,951百万円

減少し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純

利益が14,951百万円、中間

純利益が8,896百万円それ

ぞれ増加しております。 

当連結会計年度より、日本

公認会計士協会業種別委員

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

分につきましては利息返還

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

還損失見込額部分12,531百

万円を利息返還損失引当金

に振替えております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

② 利息返還損失引当金 ② 利息返還損失引当金 ② 利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超

過する貸付金利息部分の顧

客からの返還請求に備える

ため、当中間連結会計期間

末における将来の返還請求

発生見込額を計上しており

ます。 

利息制限法の上限金利を超

過する貸付金利息部分の顧

客からの返還請求に備える

ため、当中間連結会計期間

末における将来の返還請求

発生見込額を計上しており

ます。 

利息制限法の上限金利を超

過する貸付金利息部分の顧

客からの返還請求に備える

ため、当連結会計年度末に

おける将来の返還請求発生

見込額を計上しておりま

す。 

（追加情報）  （追加情報） 

当中間連結会計期間より、

日本公認会計士協会業種別

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」に従って利息返還損失

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委員会

報告に基づく引当金計上額

307,069百万円と従来の見

積方法に基づく引当金計上

額35,031百万円（貸倒引当

金期首振替額12,531百万円

を含む）との差額272,038百

万円を利息返還損失引当金

繰入額として特別損失に計

上しております。 

この結果、従来の会計処理

に比べ、営業費用の貸倒引

当金繰入額が22,644百万円

減少、利息返還損失引当金

繰入額が42,778百万円減少

し、営業利益及び経常利益

がそれぞれ65,423百万円増

加、税金等調整前中間純損

失が206,615百万円増加し

ております。 

 当連結会計年度より、日本

公認会計士協会業種別委員

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」

に従って利息返還損失引当

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委員会

報告に基づく引当金計上額

307,069百万円と従来の見

積方法に基づく引当金計上

額35,031百万円（貸倒引当

金期首振替額12,531百万円

を含む）との差額272,038百

万円を利息返還損失引当金

繰入額として特別損失に計

上するとともに、営業費用

に290,449百万円計上して

おります。 

この結果、従来の会計処理

に比べ、営業費用の貸倒引

当金繰入額が51,026百万円

減少、利息返還損失引当金

繰入額が162,098百万円増

加し、営業損失及び経常損

失が111,072百万円、税金等

調整前当期純損失が

383,110百万円、当期純損失

が390,817百万円それぞれ

増加しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③ 賞与引当金 ③ 賞与引当金 ③ 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支

給見込額に基づき計上して

おります。 

同左 同左 

④ 役員賞与引当金 ④  ―――――― ④  ―――――― 

役員賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度におけ

る支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上して

おります。 

  

（会計方針の変更）   

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用

しております。 

この結果、従来の会計処理

に比べ、営業利益及び経常

利益がそれぞれ22百万円減

少し、税金等調整前中間純

損失が同額増加しておりま

す。 

  

⑤ 退職給付引当金 ⑤ 退職給付引当金 ⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、全額

翌連結会計年度に費用処理

することとしております。 

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異は、全額

翌連結会計年度に費用処理

することとしております。

⑥ 役員退職慰労引当金 ⑥ 役員退職慰労引当金 ⑥ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。 

同左 役員の退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を

計上しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4) 重要なリース取引の処理方法 (4) 重要なリース取引の処理方法 (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。 

同左 同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

社債及び借入金の支払利息に

係る金利変動リスク及び為替

変動リスクのヘッジを目的に

金利スワップ取引及び通貨・

金利スワップ取引を行ってお

り、繰延ヘッジ処理を適用し

ております。なお、通貨・金

利スワップ取引については、

全て金利スワップの特例処理

及び振当処理を適用しており

ます。 

ヘッジ有効性評価の方法につ

いては、ヘッジ対象の相場変

動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場

変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を

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 同左 



㈱武富士（8564）平成20年３月期 中間決算短信 

 

 

 

 

26

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

① 営業貸付金利息の計上基準 ① 営業貸付金利息の計上基準 ① 営業貸付金利息の計上基準

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

限法上限利率と約定利率と

のいずれか低い方により計

上しております。 

同左 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 

提出会社及び国内連結子会

社１社は税込方式、国内連

結子会社４社は税抜方式に

よっております。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

手許現金、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。 

同左 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（金融商品に関する会計基準） ―――――― （金融商品に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「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。これにより、従来、繰延資産と

して計上しておりました社債発行差

金を社債から直接控除しており、そ

の金額は71,389百万円であります。 

 当連結会計年度より、「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。

これにより、従来、繰延資産として

計上しておりました社債発行差金を

社債から直接控除しており、その金

額は70,088百万円であります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。これまでの資

本の部の合計に相当する金額は

810,155百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。 

 当連結会計年度より、「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456,854

百万円であります。 

なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

―――――― （中間連結損益計算書関係） 

 前中間連結会計期間まで営業外収益の「雑収入」に含め

て表示しておりました還付加算金は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より「還

付加算金」として区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれている

還付加算金は４百万円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおり

であります。 

※１．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおり

であります。 

※１．担保に供している資産とこれ

に対応する債務は次のとおり

であります。 
 

担保提供資産  

営業貸付金 355,670百万円

建物及び構
築物 

3,394 

土地 12,688 

計 371,751 

対応する債務  

一年内返済
予定長期借
入金 

45,190百万円

長期借入金 208,084 

計 253,273 
  

 
担保提供資産 

営業貸付金 591,884百万円

建物及び構
築物 

0 

土地 878 

計 592,763 

対応する債務  

一年内返済
予定長期借
入金 

60,185百万円

長期借入金 201,512 

計 261,698 
  

 
担保提供資産  

営業貸付金 453,172百万円

建物及び構
築物 

3,279 

土地 12,688 

計 469,138 

対応する債務  

一年内返済
予定長期借
入金 

55,402百万円

長期借入金 231,529 

計 286,931 
  

上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金355,670百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）248,873百万円）

を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金7,480百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）4,500百万円の担保

として提供する契約をしてお

ります。 

上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金591,884百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）259,698百万円）

を含んでおります。 

上記金額は、信託を利用した

営業貸付金の流動化に係るも

の（営業貸付金453,172百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）284,231百万円）

を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金2,531百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）2,300百万円の担保

として提供する契約をしてお

ります。 

※２．営業貸付金1,518,789百万円

はすべて個人向け無担保貸

付金であります。 

※２．営業貸付金1,359,314百万円

はすべて個人向け無担保貸

付金であります。 

※２．営業貸付金1,431,848百万円

はすべて個人向け無担保貸

付金であります。 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日現在） 

 ３．営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行うこ

とができる契約となっており

ます。同契約に係る利用限度

額の融資未実行残高は

396,215百万円であります。こ

のうちには、当中間連結会計

期間末に残高のない顧客に対

するものが239,074百万円含

まれております。この利用限

度額については顧客の信用度

合いにより当社が任意に増減

することができるものであ

り、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・フローに重要な影響

を与えるものではありませ

ん。 

 ３．営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行うこ

とができる契約となっており

ます。同契約に係る利用限度

額の融資未実行残高は

379,272百万円であります。こ

のうちには、当中間連結会計

期間末に残高のない顧客に対

するものが226,133百万円含

まれております。この利用限

度額については顧客の信用度

合いにより当社が任意に増減

することができるものであ

り、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・フローに重要な影響

を与えるものではありませ

ん。 

 ３．営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行うこ

とができる契約となっており

ます。同契約に係る利用限度

額の融資未実行残高は

411,392百万円であります。こ

のうちには、当連結会計年度

末に残高のない顧客に対する

ものが241,388百万円含まれ

ております。この利用限度額

については顧客の信用度合い

により当社が任意に増減する

ことができるものであり、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・フローに重要な影響を与

えるものではありません。 

 ４．長期資金調達枠コミットメン

トによる資金調達を行ってお

ります。この契約による資金

調達枠は3,500百万米ドル相

当円貨額であり、当中間連結

会計期間末の資金調達実行残

高は2,098百万米ドル相当円

貨額、未実行資金調達枠残高

は1,402百万米ドル相当円貨

額であります。 

 ４．長期資金調達枠コミットメン

トによる資金調達を行ってお

ります。この契約による資金

調達枠は3,500百万米ドル相

当円貨額であり、当中間連結

会計期間末の資金調達実行残

高は2,218百万米ドル相当円

貨額、未実行資金調達枠残高

は1,282百万米ドル相当円貨

額であります。 

 ４．長期資金調達枠コミットメン

トによる資金調達を行ってお

ります。この契約による資金

調達枠は3,500百万米ドル相

当円貨額であり、当連結会計

年度末の資金調達実行残高は

2,414百万米ドル相当円貨額、

未実行資金調達枠残高は

1,086百万米ドル相当円貨額

であります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計

額36,830百万円が控除されて

おります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計

額35,956百万円が控除されて

おります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計

額36,784百万円が控除されて

おります。 

 ６．偶発債務  ６．偶発債務  ６．偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

第二回７年物
無担保普通社
債 

30,000百万円

第四回７年物
無担保普通社
債 

30,000百万円

  

第八回20年物
無担保普通社
債 

30,000百万円

 
  

第四回７年物
無担保普通社
債 

30,000百万円
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日現在） 

※７．不良債権の状況 ※７．不良債権の状況 ※７．不良債権の状況 
 

破綻先債権 1,011百万円
  

 
破綻先債権 1,006百万円
  

 
破綻先債権 862百万円
  

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 
 

延滞債権 84,393百万円
  

 
延滞債権 105,060百万円
  

 
延滞債権 79,846百万円
  

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 
 

３か月以上
延滞債権 

38,572百万円

  

 
３か月以上
延滞債権 

40,243百万円

  

 
３か月以上
延滞債権 

35,120百万円

  
元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 
 

貸出条件
緩和債権 

99,231百万円※

  

 
貸出条件
緩和債権

101,812百万円※

  

 
貸出条件
緩和債権 

99,245百万円※

  
債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、99,231百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが92,403百万円含

まれております。 

※なお、101,812百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが94,745百万円含

まれております。 

※なお、99,245百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが92,857百万円含

まれております。 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日現在） 

 ８．財務制限条項  ８．財務制限条項  ８．財務制限条項 

借入金のうち47,114百万円及

び社債のうち58,567百万円に

は、財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場

合、借入金は該当する借入先

に対し借入金を一括返済、社

債は一括償還することになっ

ております。（複数ある場合

は、条件の厳しい方を記載し

ております。） 

借入金のうち45,210百万円及

び社債のうち58,567百万円に

は、財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場

合、借入金は該当する借入先

に対し借入金を一括返済、社

債は一括償還することになっ

ております。（複数ある場合

は、条件の厳しい方を記載し

ております。） 

借入金のうち47,114百万円及

び社債のうち58,567百万円に

は、財務制限条項がついてお

り、下記の条項に抵触した場

合、借入金は該当する借入先

に対し借入金を一括返済、社

債は一括償還することになっ

ております。（複数ある場合

は、条件の厳しい方を記載し

ております。） 

１．自己資本が250,000百万

円を下回った場合 

１．自己資本が250,000百万

円を下回った場合 

１．自己資本が250,000百万

円を下回った場合 

２．自己資本比率が10％を下

回った場合 

２．自己資本比率が10％を下

回った場合 

２．自己資本比率が10％を下

回った場合 

３．特別な損益項目控除前で

税金等調整前当期純利益

が支払利息を下回った場

合 

３．税金等調整前当期純利益

と金融費用の合計額を金

融費用で除した数値が１

を下回った場合 

３．税金等調整前当期純利益

と金融費用の合計額を金

融費用で除した数値が１

を下回った場合 

４．総資産に対する営業貸付

金と現金等価資産の合計

額の比率が40％を下回っ

た場合 

４．総資産に対する営業貸付

金と現金等価資産の合計

額の比率が40％を下回っ

た場合 

４．総資産に対する営業貸付

金と現金等価資産の合計

額の比率が40％を下回っ

た場合 

５．貸倒償却率が20％以上と

なった場合 

５．貸倒償却率が20％以上と

なった場合 

５．貸倒償却率が20％以上と

なった場合 

６．総資産に対する不動産・

有価証券の比率が40％を

上回った場合 

６．総資産に対する不動産・

有価証券の比率が40％を

上回った場合 

６．総資産に対する不動産・

有価証券の比率が40％を

上回った場合 

７．不動産担保借入金を除く

担保付借入金残高が流動

資産の80％を上回った場

合 

７．不動産担保借入金を除く

担保付借入金残高が流動

資産の80％を上回った場

合 

７．不動産担保借入金を除く

担保付借入金残高が流動

資産の80％を上回った場

合 

８．第三者対抗要件を具備し

た担保権の付された営業

貸付金を担保とする借入

金総額が自己資本を上回

った場合 

８．第三者対抗要件を具備し

た担保権の付された営業

貸付金を担保とする借入

金総額が自己資本を上回

った場合 

８．第三者対抗要件を具備し

た担保権の付された営業

貸付金を担保とする借入

金総額が自己資本を上回

った場合 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １．金融収益及び金融費用の中間

連結損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりでありま

す。 

 １．金融収益及び金融費用の中間

連結損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりでありま

す。 

 １．金融収益及び金融費用の連結

損益計算書上の表示区分の基

準は次のとおりであります。

１．営業収益として表示した

金融収益 

１．営業収益として表示した

金融収益 

１．営業収益として表示した

金融収益 

投資有価証券受取配当金

及び利息等を除くすべて

の金融収益 

同左 同左 

２．営業費用として表示した

金融費用 

２．営業費用として表示した

金融費用 

２．営業費用として表示した

金融費用 

明らかに営業収益に対応

しない支払利息等を除く

すべての金融費用 

同左 同左 

※２．  ―――――― ※２．  ―――――― ※２．固定資産売却益 

  固定資産売却益は、福利厚生

施設を売却したことによるも

のであり、その内訳は土地33

百万円、建物等７百万円であ

ります。 

※３．  ―――――― ※３．減損損失・店舗閉鎖損 ※３．減損損失・店舗閉鎖損 

 通常店舗（69店舗）を閉鎖す

る等の意思決定を行ったこと

により、当中間連結会計期間

における閉鎖等の実施額を店

舗閉鎖損として563百万円計

上するとともに、実施予定額

を減損損失として141百万円

計上しております。 

また、一部の賃貸不動産等に

ついて著しい収益性の悪化及

び継続的な地価の下落等があ

ったため、当中間連結会計期

間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162百万

円計上しております。 

通常店舗（92店舗）及び無人

店舗（111店舗）を閉鎖する等

の意思決定を行ったことによ

り、当連結会計年度における

閉鎖等の実施額を店舗閉鎖損

として708百万円計上すると

ともに、来期実施予定額を減

損損失として113百万円計上

しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
前中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株

式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式 147,295 － － 147,295 

合計 147,295 － － 147,295 

自己株式     

 普通株式（注） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 16,181 115 平成18年３月31日 平成18年６月30日

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

（決議） 
株式の種類 

配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 16,181 利益剰余金 115 平成18年９月30日 平成18年12月４日

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株

式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式 147,295 － － 147,295 

合計 147,295 － － 147,295 

自己株式     

 普通株式（注） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 16,181 115 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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

（決議） 
株式の種類 

配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年11月８日 

取締役会 
普通株式 12,664 利益剰余金 90 平成19年９月30日 平成19年12月５日
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前連結会計年度（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 

 前連結会計年度末株

式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

 普通株式 147,295 － － 147,295 

合計 147,295 － － 147,295 

自己株式     

 普通株式（注） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当

額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 16,181 115 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月１日 

取締役会 
普通株式 16,181 115 平成18年９月30日 平成18年12月４日

 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 16,181 利益剰余金 115 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている金額との関係 

※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

金額との関係 
 
現金及び預金勘
定 

68,695百万円

短期貸付金（ＣＤ
現先） 

29,998 

現金及び現金同
等物 

98,694 

  

 
現金及び預金勘
定 

57,028百万円

短期貸付金（ＣＤ
現先） 

47,502 

現金及び現金同
等物 

104,530 

  

 
現金及び預金勘
定 

68,110百万円

短期貸付金（ＣＤ
現先） 

27,986 

現金及び現金同
等物 

96,096 
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（リース取引関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

その他 
（有形固
定資産） 

1,856 1,553 303 

合計 1,856 1,553 303 

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他 
（有形固
定資産）

764 727 37

合計 764 727 37

  

 

 
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)

その他 
（有形固
定資産）

1,140 996 144

合計 1,140 996 144

  
（注） 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

  未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 266百万円

１年超 37 

合計 303 
  

 
１年内 37百万円

１年超 － 

合計 37 
  

 
１年内 141百万円

１年超 3 

合計 144 
  

（注） 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。 

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

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 

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 

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 
（減価償却費相当
額） 

226百万円

  

 
支払リース料 
（減価償却費相当
額） 

105百万円

  

 
支払リース料 
（減価償却費相当
額） 

386百万円

  
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 

（減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 9,595 21,016 11,421 

(2) 債券  

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 25 64 39 

合計 9,619 21,079 11,460 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 4,725 4,651 －75 

非上場外国投資信託 5 6 1 

その他 1,469 1,559 89 

 （注）１．取得原価と中間連結貸借対照表計上額との差額は、外貨建有価証券の中間連結会計期間末の為替評価差

額であります。 

２．その他有価証券の「その他」は、投資事業組合を通じて保有する株式等であります。 

 

３．減損処理を行った有価証券 

 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について 21 百万円、時価のない株

式について 78 百万円の減損処理を行っております。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価を 50％以上下落したもの及び時価が取得原価

に比べ 30％以上 50％未満下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き、

減損処理を行っております。 
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当中間連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1) 株式 9,683 17,420 7,737 

(2) 債券  

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 25 63 38 

合計 9,708 17,483 7,775 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 3,760 3,673 －87 

その他 662 722 60 

 （注）１．取得原価と中間連結貸借対照表計上額との差額は、外貨建有価証券の中間連結会計期間末の為替評価差

額であります。 

２．その他有価証券の「その他」は、投資事業組合を通じて保有する株式等であります。 

 

３．減損処理を行った有価証券 

 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について 225 百万円の減損処理を

行っております。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価を 50％以上下落したもの及び時価が取得原価

に比べ 30％以上 50％未満下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き、

減損処理を行っております。 
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前連結会計年度末（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 

 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） 

(1) 株式 9,582 20,678 11,095 

(2) 債券  

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 25 67 42 

合計 9,607 20,745 11,138 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 

その他有価証券  

非上場株式 4,617 4,421 －196 

その他 1,237 1,411 174 

 （注）１．取得原価と連結貸借対照表計上額との差額は、外貨建有価証券の連結会計年度末の為替評価差額であり

ます。 

２．その他有価証券の「その他」は、投資事業組合を通じて保有する株式等であります。 

 

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 33 百万円、時価のない株式に

ついて 107 百万円の減損処理を行っております。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価を 50％以上下落したもの及び時価が取得原価

に比べ 30％以上 50％未満下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き、

減損処理を行っております。 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

債券 債券オプション    

  買建    

   コール 110,800   

  （316） － －316 

 （注）１．債券オプション取引については、契約額等の下に（ ）でオプション料を記載しております。 

    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。 

 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

債券 債券オプション    

  買建    

   コール 120,000   

  （738） － －738 

 （注）１．債券オプション取引については、契約額等の下に（ ）でオプション料を記載しております。 

    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。 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

債券 債券オプション    

  買建    

   コール 120,000   

  （841） － －841 

 （注）１．債券オプション取引については、契約額等の下に（ ）でオプション料を記載しております。 

    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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19

年４月１日 至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31

日） 

 １セグメントの営業収益及び営業利益は、いずれも全セグメントの合計額に占める割合が 90％超である

ため、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】 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19

年４月１日 至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31

日） 

 本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外営業収益】 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19

年４月１日 至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31

日） 

 海外営業収益が、いずれも連結営業収益の 10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 
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（開示対象特別目的会社関係） 
１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

当社は、安定的に資金を調達することを目的として、営業貸付金を裏付けとした信託受益権の流動化

を実施しております。当該流動化にあたり、株式会社形態の特別目的会社を利用しております。当該流

動化において、当社は、前述した信託受益権のうち優先部分を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を

裏付けとして特別目的会社が社債の発行によって調達した資金を、売却代金として受領します。 

さらに、当社は営業貸付金の回収サービス業務を行い、また、信託受益権の劣後部分を保有しており

ます。 

流動化の結果、平成 19 年９月末において、取引残高のある特別目的会社は２社あり、当該特別目的

会社の直近の決算日における資産総額（単純合算）は 295,182 百万円、負債総額（単純合算）は 295,162

百万円です。なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は有しておらず、役

員や従業員の派遣もありません。 

 

２．当中間連結会計期間における特別目的会社との取引金額等 

開示対象特別目的会社に対する資産の譲渡取引を金融取引として処理しているため、当該取引におけ

る開示対象特別目的会社との取引金額等の記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 5,754.81円

１株当たり中間純損失

金額 1,025.03円
  

 
１株当たり純資産額 3,328.60円

１株当たり中間純利益

金額 211.40円
  

 
１株当たり純資産額 3,252.98円

１株当たり当期純損失

金額 3,420.42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、１株当たり中

間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

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。 

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、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（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。 
 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間純利益金額又は１株当た

り中間（当期）純損失金額 
   

 中間純利益（百万円） － 29,745 － 

 中間（当期）純損失（百万円） 144,228 － 481,274 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

 普通株式に係る中間純利益（百万円） － 29,745 － 

 普通株式に係る中間（当期）純損失 

（百万円） 
144,228 － 481,274 

 期中平均株式数（千株） 140,706 140,706 140,706 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（コミットメントラインの使用） 

当社は、平成18年11月15日に、平成

17年７月15日に設定したコミットメ

ントライン1,500百万米ドル相当円

貨額のうち、450百万米ドルについて

実行いたしました。この結果、長期

資金調達コミットメント契約におけ

る資金調達枠3,500百万米ドル相当

円貨額について、半期報告書提出日

現在での資金調達実行残高は2,489

百万米ドル相当円貨額、未実行資金

調達枠残高は1,011百万米ドル相当

円貨額となっております。 

なお、当該資金調達の概要は以下

のとおりであります。 

（1）借入日 平成 18 年 11 月 15 日 

（2）借入額 53,100 百万円 

（450 百万米ドル） 

（3）借入先 株式会社ブルキャピト

ル 

（4）借入利率 年 3.015％ 

（5）借入期間 ５年（２年据置後３

年分割返済） 

（6）担保 営業貸付金 89,347 百万円 

（7）資金の使途 運転資金 

（新株予約権の発行） 

当社は、平成19年11月８日開催の取

締役会において、会社法第236条、

第238条及び第240条の規定に基づ

き、当社の使用人に対するストック

オプションを目的として、新株予約

権の発行を下記の通り行う旨決議

いたしました。 

（1）新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

普通株式 新株予約権１個当た

り10株 

（2）新株予約権の割当対象者及び割

当予定数 

当社の使用人たる地位にある者

2,749名 

（3）発行する新株予約権の総数 

57,160個 

（実際に割当てる総数が減少し

たときは、減少した総数をもっ

て新株予約権の総数とする。）

（4）新株予約権の割当日 

平成19年11月29日 

（5）新株予約権の発行価格 無償 

（6）新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額 

割当日の属する月の前月の東京

証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値

（平均値が割当日の終値を下回

る場合は当該終値）に上記(1)

の新株予約権１個当たりの目的

となる株式の数を乗じた金額 

（7）新株予約権の行使期間 

平成21年11月９日から平成23年

11月８日まで 

（8）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡には取締役会の承認を要す

る。 

―――――― 
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５【営業の実績】 

(1)【営業収益の内訳】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）種類別 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

営業貸付
金利息 

無担保ローン 164,877 96.7 139,891 97.0 318,491 96.8

総合斡旋
収益 

クレジットカード 42 0.0 36 0.0 86 0.0

その他の
金融収益 

預金利息 414 0.2 526 0.4 889 0.3

 貸付金利息 21 0.0 69 0.0 44 0.0

 その他 1,190 0.7 1,032 0.7 2,317 0.7

 小計 1,625 0.9 1,627 1.1 3,249 1.0

その他の
営業収益 

償却債権及び同利息
回収額 

3,147 1.8 1,699 1.2 5,284 1.6

 不動産賃貸収入 438 0.3 468 0.3 877 0.3

 その他 442 0.3 514 0.4 935 0.3

 小計 4,026 2.4 2,681 1.9 7,095 2.2

合計 170,570 100.0 144,235 100.0 328,920 100.0

 （注）１．その他の金融収益の「その他」は、主に金利スワップ受取利息等であります。 
    ２．その他の営業収益の「その他」は、主に駐車場収入、ゴルフ場収入等であります。 
 
(2)【その他の指標】 

区分 
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日現在)

営業貸付金残高（百万円） 1,518,789 1,359,314 1,431,848 

 無担保ローン 1,518,789 1,359,314 1,431,848 

 担保ローン － － － 

割賦売掛金残高（百万円） 577 595 582 

口座数（口） 2,268,706 2,036,554 2,125,599 

 無担保ローン 2,268,706 2,036,554 2,125,599 

 担保ローン － － － 

クレジットカード会員数（人） 271,326 295,685 284,825 

店舗（店） 1,896 1,612 1,729 

 通常店舗（店） 523 360 471 

 
無人店舗（スピード無人受付
機含む）（店） 

1,372 1,251 1,257 

 インターネット店舗（店） 1 1 1 

無人契約機（スピード無人受付機
含む）（台） 

1,896 1,612 1,729 

現金自動設備（台） 46,008 49,006 48,072 

 自社設置分（台） 2,023 1,733 1,856 

 提携分（台） 43,985 47,273 46,216 

従業員数（人） 3,147 2,855 2,938 

貸倒償却額（百万円） 31,841 32,577 100,279 

利息返還額（元本毀損分） 
（百万円） 

15,328 29,804 44,669 

貸倒引当金残高（百万円） 162,719 160,079 151,262 
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６【中間個別財務諸表等】 

(1)【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日現在） 

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） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  57,966 52,160 57,219 

２．営業貸付金 
※
1.2.7

1,518,789 1,359,314 1,431,848 

３．割賦売掛金  577 595 582 

４．貯蔵品  325 248 277 

５．短期貸付金  29,998 47,502 27,986 

６．繰延税金資産  26,321 30,201 20,590 

７．その他  33,115 28,499 48,813 

貸倒引当金  －162,719 －160,079 －151,262 

流動資産合計   1,504,372 85.2 1,358,440 90.0  1,436,054 90.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※５   

(1) 土地 ※１ 23,132 22,976 23,123 

(2) その他 ※１ 13,845 12,465 12,582 

有形固定資産合計  36,977 35,441 35,705 

２．無形固定資産  5,443 4,770 5,035 

３．投資その他の資産    

(1) 関係会社株式  38,433 38,233 38,233 

(2) 繰延税金資産  106,836 － － 

(3) その他  74,635 72,361 78,988 

投資その他の資産
合計 

 219,903 110,594 117,221 

固定資産合計   262,323 14.8 150,805 10.0  157,960 9.9

資産合計   1,766,695 100.0 1,509,246 100.0  1,594,014 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日現在） 

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） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  16,000 22,884 16,000 

２．一年内償還予定社
債 

 30,000 － － 

３．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 107,451 109,227 110,569 

４．未払法人税等  27,507 4,241 113 

５．賞与引当金  786 856 748 

６．役員賞与引当金  22 － － 

７．その他  17,080 18,241 20,342 

流動負債合計   198,846 11.2 155,449 10.3  147,773 9.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債  157,178 129,781 158,479 

２．長期借入金 ※１ 321,750 295,401 328,791 

３．利息返還損失引当
金 

 269,562 451,434 488,798 

４．退職給付引当金  3,059 3,162 3,093 

５．役員退職慰労引当
金 

 103 118 117 

６．その他  10,965 10,504 13,736 

固定負債合計   762,617 43.2 890,400 59.0  993,015 62.3

負債合計   961,462 54.4 1,045,849 69.3  1,140,787 71.6
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日現在） 

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） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   30,478 1.7 30,478 2.0  30,478 1.9

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  52,263 52,263 52,263 

資本剰余金合計   52,263 3.0 52,263 3.5  52,263 3.3

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  7,619 7,619 7,619 

(2) その他利益剰余
金 

   

別途積立金  875,961 365,961 875,961 

繰越利益剰余金  －126,527 43,452 －479,611 

利益剰余金合計   757,053 42.8 417,032 27.6  403,969 25.3

４．自己株式   －40,776 －2.3 －40,776 －2.7  －40,776 －2.6

株主資本合計   799,018 45.2 458,997 30.4  445,934 27.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  6,633 0.4 4,452 0.3  6,432 0.4

２．繰延ヘッジ損益   －419 －0.0 －52 －0.0  861 0.1

評価・換算差額等合
計 

  6,214 0.4 4,400 0.3  7,293 0.5

純資産合計   805,232 45.6 463,397 30.7  453,227 28.4

負債純資産合計   1,766,695 100.0 1,509,246 100.0  1,594,014 100.0
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(2)【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益    

１．営業貸付金利息   164,877 139,891  318,491

２．総合斡旋収益   43 37  87

３．その他の金融収益   1,577 1,539  3,139

４．その他の営業収益   3,665 2,259  6,328

営業収益合計   170,162 100.0 143,726 100.0  328,045 100.0

Ⅱ 営業費用    

１．金融費用   10,536 10,655  21,651

２．その他の営業費用 ※１  93,053 107,667  472,233

営業費用合計   103,590 60.9 118,322 82.3  493,884 150.6

営業利益   66,572 39.1 25,405 17.7  － －

営業損失   － － － －  165,839 －50.6

Ⅲ 営業外収益 ※２  432 0.3 854 0.6  1,004 0.3

Ⅳ 営業外費用 ※３  348 0.2 1,111 0.8  890 0.2

経常利益   66,657 39.2 25,148 17.5  － －

経常損失   － － － －  165,726 －50.5

Ⅴ 特別利益 ※４  － － 186 0.1  1,112 0.3

Ⅵ 特別損失 ※5.7  272,137 159.9 1,091 0.8  273,025 83.2

税引前中間純利益   － － 24,243 16.8  － －

税引前中間（当期）
純損失 

  205,479 －120.8 － －  437,639 －133.4

法人税、住民税及
び事業税 

 33,266 4,564 21,400 

法人税等調整額  －94,271 －61,005 －35.9 －9,565 －5,001 －3.5 22,338 43,738 13.3

中間純利益   － － 29,244 20.3  － －

中間（当期）純損
失 

  144,474 －84.9 － －  481,377 －146.7
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(3)【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 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 利益準備金

別途積立金
繰越 

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ損益

平成 18 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 874,961 35,173 －40,776 959,718 9,532 －

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て（注）   1,000 －1,000 －  

剰余金の配当（注）   －16,181 －16,181  

役員賞与（注）   －45 －45  

中間純損失   －144,474 －144,474  

自己株式の取得   －0 －0  

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

   －2,899 －419

中間会計期間中の変動額合

計（百万円） 
－ － － 1,000 －161,700 －0 －160,700 －2,899 －419

平成 18 年９月 30 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 875,961 －126,527 －40,776 799,018 6,633 －419

          

 （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。 

 



㈱武富士（8564）平成20年３月期 中間決算短信 

 

 

 

 

 

48

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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 利益準備金

別途積立金
繰越 

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ損益

平成 19 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 875,961 －479,611 －40,776 445,934 6,432 861

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て   －510,000 510,000 －  

剰余金の配当   －16,181 －16,181  

中間純利益   29,244 29,244  

自己株式の取得   －0 －0  

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

   －1,980 －913

中間会計期間中の変動額合

計（百万円） 
－ － － －510,000 523,063 －0 13,063 －1,980 －913

平成 19 年９月 30 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 365,961 43,452 －40,776 458,997 4,452 －52
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

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 利益準備金

別途積立金
繰越 

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延 

ヘッジ損益

平成 18 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 874,961 35,173 －40,776 959,718 9,532 －

事業年度中の変動額     

別途積立金の積立て（注）   1,000 －1,000 －  

剰余金の配当（注）   －16,181 －16,181  

役員賞与（注）   －45 －45  

剰余金の中間配当   －16,181 －16,181  

当期純損失   －481,377 －481,377  

自己株式の取得   －0 －0  

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
   －3,100 861

事業年度中の変動額合計

（百万円） 
－ － － 1,000 －514,784 －0 －513,784 －3,100 861

平成 19 年３月 31 日 残高

（百万円） 
30,478 52,263 7,619 875,961 －479,611 －40,776 445,934 6,432 861

          

 （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 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

・時価のあるもの ・時価のあるもの ・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） 

同左 …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 ・時価のないもの ・時価のないもの 

…移動平均法による原価法 同左 同左 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

貯蔵品については最終仕入原

価法による原価法によってお

ります。 

同左 同左 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (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

な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物     15年～50年 

 構築物    10年～30年 

 器具及び備品 ４年～15年 

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

な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物     15年～50年

 構築物    10年～30年

 器具及び備品 ４年～15年

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

な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物     15年～50年

 構築物    10年～30年

 器具及び備品 ４年～15年

 （会計方針の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。これ

により営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が９百万

円、中間純利益が５百万円そ

れぞれ減少しております。 

 

 （追加情報）  

 法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上してお

ります。 

これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が41

百万円、中間純利益が25百万

円それぞれ減少しておりま

す。 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。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

額法によっております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権（延滞日

数30日以内の債権）について

は貸倒実績率により、延滞債

権等特定の債権については、

信用リスクのランクごとに区

分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により

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。 

（追加情報） （追加情報） （追加情報） 

当中間会計期間より、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、利息返還損失引当金とし

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損

失見込額部分12,531百万円を

利息返還損失引当金に振替え

ております。 

従来、貸倒引当金は利息返還

損失引当金の対象債権も含め

た金額を算定した上で当該債

権に係る利息返還損失引当金

相当額を控除しておりました

が、貸倒実績に占める利息返

還損失のデータが蓄積された

ことにより、当該他の債権に

係る貸倒実績と区別して把握

することが可能になりまし

た。このため、当中間会計期

間より利息返還損失引当金の

対象債権を除いた債権に係る

貸倒実績により貸倒引当金を

算定しております。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、営業費用の貸倒引当金

繰入額が14,951百万円減少

し、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が14,951百

万円、中間純利益が8,896百万

円それぞれ増加しておりま

す。 

当事業年度より、日本公認会

計士協会業種別委員会報告第

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、利

息返還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損

失見込額部分12,531百万円を

利息返還損失引当金に振替え

ております。 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 利息返還損失引当金 (2) 利息返還損失引当金 (2) 利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息部分の顧客か

らの返還請求に備えるため、

当中間会計期間末における将

来の返還請求発生見込額を計

上しております。 

利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息部分の顧客か

らの返還請求に備えるため、

当中間会計期間末における将

来の返還請求発生見込額を計

上しております。 

利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息部分の顧客か

らの返還請求に備えるため、

当事業年度末における将来の

返還請求発生見込額を計上し

ております。 

（追加情報）  （追加情報） 

当中間会計期間より、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

利息返還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

307,069百万円と従来の見積

方法に基づく引当金計上額

35,031百万円（貸倒引当金期

首振替額12,531百万円を含

む）との差額272,038百万円を

利息返還損失引当金繰入額と

して特別損失に計上しており

ます。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、その他の営業費用が

65,423百万円減少し、営業利

益及び経常利益がそれぞれ同

額増加、税引前中間純損失が

206,615百万円増加しており

ます。 

 当事業年度より、日本公認会

計士協会業種別委員会報告第

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」に従って利息返還

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

おける当該業種別委員会報告

に基づく引当金計上額

307,069百万円と従来の見積

方法に基づく引当金計上額

35,031百万円（貸倒引当金期

首振替額12,531百万円を含

む）との差額272,038百万円を

利息返還損失引当金繰入額と

して特別損失に計上するとと

もに、営業費用に290,449百万

円計上しております。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、営業費用の貸倒引当金

繰入額が51,026百万円減少、

利息返還損失引当金繰入額が

162,098百万円増加し、営業損

失及び経常損失が111,072百

万円、税引前当期純損失が

383,110百万円、当期純損失が

390,817百万円それぞれ増加

しております。 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

(4) 役員賞与引当金 (4)   ―――――― (4)   ―――――― 

役員賞与の支出に備えるた

め、当事業年度における支給

見込額の当中間会計期間負担

額を計上しております。 

  

（会計方針の変更）   

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日）を適用しておりま

す。 

この結果、従来の会計処理に

比べ、営業利益及び経常利益

がそれぞれ22百万円減少し、

税引前中間純損失が同額増加

しております。 

  

(5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当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。 

数理計算上の差異は、全額翌

事業年度に費用処理すること

としております。 

同左 従業員の退職給付に備えるた

め、当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。 

数理計算上の差異は、全額翌

事業年度に費用処理すること

としております。 

(6) 役員退職慰労引当金 (6) 役員退職慰労引当金 (6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

同左 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく事業

年度末要支給額を計上してお

ります。 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

社債及び借入金の支払利息に係

る金利変動リスク及び為替変動

リスクのヘッジを目的に金利ス

ワップ取引及び通貨・金利スワ

ップ取引を行っており、繰延ヘ

ッジ処理を適用しております。

なお、通貨・金利スワップ取引

については、全て金利スワップ

の特例処理及び振当処理を適用

しております。 

ヘッジ有効性評価の方法につい

ては、ヘッジ対象の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よっ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 同左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 営業貸付金利息の計上基準 (1) 営業貸付金利息の計上基準 (1) 営業貸付金利息の計上基準 

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

上限利率と約定利率とのいず

れか低い方により計上してお

ります。 

同左 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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（金融商品に関する会計基準） ―――――― （金融商品に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「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。

これにより、従来、繰延資産として

計上しておりました社債発行差金を

社債から直接控除しており、その金

額は71,389百万円であります。 

 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。これ

により、従来、繰延資産として計上

しておりました社債発行差金を社債

から直接控除しており、その金額は

70,088百万円であります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

―――――― （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805,651

百万円であります。 

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。 

 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452,366百万

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。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表関係） ―――――― 

前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました繰延税金資産は、資産の総額の

５％を超えたため、当中間会計期間より「繰延税金資産」

として区分掲記しております。なお、前中間会計期間の

投資その他の資産の「その他」に含まれている繰延税金

資産は19,268百万円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産とこれに対

応する債務は次のとおりでありま

す。 

   

 
担保提供資産 

営業貸付金 

土地 

有形固定資産その他 

計 

対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

長期借入金 

計 
  

 
 

355,670百万円 

12,688

3,394

371,751

45,190百万円 

208,084

253,273
  

 
 

591,884百万円 

878

0

592,763

60,185百万円 

201,512

261,698
  

 
 

453,172百万円 

12,688

3,279

469,138

55,402百万円 

231,529

286,931
  

 上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金355,670百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）248,873百万円）

を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金7,480百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）4,500百万円の担保

として提供する契約をしてお

ります。 

上記金額は、営業貸付金の信

託を利用した流動化に係るも

の（営業貸付金591,884百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）259,698百万円）

を含んでおります。 

 

上記金額は、信託を利用した

営業貸付金の流動化に係るも

の（営業貸付金453,172百万

円、長期借入金（一年内返済

予定を含む）284,231百万円）

を含んでおります。 

なお、上記のほか、要求があ

れば営業貸付金2,531百万円

を長期借入金（一年内返済予

定を含む）2,300百万円の担保

として提供する契約をしてお

ります。 

※２．営業貸付金に含まれる個人向け無

担保貸付金 
1,518,789百万円 1,359,314百万円 1,431,848百万円 
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項目 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日現在） 

 ３．営業貸付金コミットメント 営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行う

ことができる契約となって

おります。同契約に係る利用

限度額の融資未実行残高は

396,215百万円であります。

このうちには、当中間会計期

間末に残高のない顧客に対

するものが239,074百万円含

まれております。この利用限

度額については顧客の信用

度合いにより当社が任意に

増減することができるもの

であり、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・フローに重要

な影響を与えるものではあ

りません。 

営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行う

ことができる契約となって

おります。同契約に係る利用

限度額の融資未実行残高は

379,272百万円であります。

このうちには、当中間会計期

間末に残高のない顧客に対

するものが226,133百万円含

まれております。この利用限

度額については顧客の信用

度合いにより当社が任意に

増減することができるもの

であり、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・フローに重要

な影響を与えるものではあ

りません。 

営業貸付金については、貸出

契約の際に設定した額（契約

限度額）のうち、当社が与信

した額（利用限度額）の範囲

内で顧客が随時借入を行う

ことができる契約となって

おります。同契約に係る利用

限度額の融資未実行残高は、

411,392百万円であります。

このうちには、当事業年度末

に残高のない顧客に対する

ものが241,388百万円含まれ

ております。この利用限度額

については顧客の信用度合

いにより当社が任意に増減

することができるものであ

り、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・フローに重要な影

響を与えるものではありま

せん。 

 ４．借入金コミットメント 借入金の一部に関し、長期借

入枠コミットメントによる

借入を行っております。この

契約による借入枠は3,500百

万米ドル相当円貨額であり、

当中間会計期間末の借入実

行残高は2,098百万米ドル相

当円貨額、借入未実行残高は

1,402百万米ドル相当円貨額

であります。 

借入金の一部に関し、長期借

入枠コミットメントによる

借入を行っております。この

契約による借入枠は3,500百

万米ドル相当円貨額であり、

当中間会計期間末の借入実

行残高は2,218百万米ドル相

当円貨額、借入未実行残高は

1,282百万米ドル相当円貨額

であります。 

借入金の一部に関し、長期借

入枠コミットメントによる

借入を行っております。この

契約による借入枠は3,500百

万米ドル相当円貨額であり、

当事業年度末の借入実行残

高は2,414百万米ドル相当円

貨額、借入未実行残高は

1,086百万米ドル相当円貨額

であります。 

※５．有形固定資産の減価償却累計額 34,784百万円 33,928百万円 34,730百万円

 ６．偶発債務 社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務 

 
 
第二回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

第四回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

  

 
第八回20年物

無担保普通社

債 

30,000百万円

  
  

 
第四回７年物

無担保普通社

債 

30,000百万円
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項目 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日現在） 

※７．不良債権の状況    

破綻先債権 1,011百万円 1,006百万円 862百万円

 元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権でありま

す。 

延滞債権 84,393百万円 105,060百万円 79,846百万円

 元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込が

ないものとして未収利息を計

上しなかった貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもの

であります。 

３か月以上延滞債権 38,572百万円 40,243百万円 35,120百万円

 元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から３か月以上遅

延している貸付金で、破綻先

債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

貸出条件緩和債権 99,231百万円※ 101,812百万円※ 99,245百万円※

 債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、99,231百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが92,403百万円含

まれております。 

債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、101,812百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが94,745百万円含

まれております。 

債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として金利の

減免等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３か月

以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

※なお、99,245百万円の内に

は、延滞日数が０日から30日

までのものが92,857百万円含

まれております。 
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．減価償却実施額  

有形固定資産 919百万円 802百万円 1,863百万円

無形固定資産 782 806 1,579 

※２．営業外収益の主要項目  

受取配当金 145百万円 159百万円 181百万円

投資利益 125 297 517 

為替差益 54 － 75 

還付加算金 － 327 － 

※３．営業外費用の主要項目  

固定資産除売却損 30百万円 27百万円 32百万円

支払オプション料 316 738 841 

為替差損 － 335 － 

※４．特別利益の主要項目  

関係会社清算配当金 －百万円 42百万円 1,072百万円

固定資産売却益 － － 40 

投資有価証券売却益 － 144 － 

※５．特別損失の主要項目  

投資有価証券評価損 99百万円 225百万円 115百万円

減損損失 － 303 160 

利息返還損失引当金繰入額 272,038 － 272,038 

店舗閉鎖損 － 563 708 

 ６．金融収益及び金融費用の損益計算

書上の表示区分の基準 

(1) 営業収益として表示した

金融収益 

(1) 営業収益として表示した

金融収益 

(1) 営業収益として表示した

金融収益 

 関係会社に係る貸付金利息

及び受取配当金、投資有価

証券受取配当金及び利息等

を除くすべての金融収益 

同左 同左 

 (2) 営業費用として表示した

金融費用 

(2) 営業費用として表示した

金融費用 

(2) 営業費用として表示した

金融費用 

 明らかに営業収益に対応し

ない支払利息等を除くすべ

ての金融費用 

同左 同左 

※７．減損損失・店舗閉鎖損 ――――― 通常店舗（69店舗）を閉鎖す

る等の意思決定を行ったこ

とにより、当中間会計期間に

おける閉鎖等の実施額を店

舗閉鎖損として563百万円計

上するとともに、実施予定額

を減損損失として141百万円

計上しております。 

また、一部の賃貸不動産等に

ついて著しい収益性の悪化

及び継続的な地価の下落等

があったため、当中間会計期

間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162百

万円計上しております。 

通常店舗（92店舗）及び無

人店舗（111店舗）を閉鎖す

る等の意思決定を行ったこ

とにより、当事業年度にお

ける閉鎖等の実施額を店舗

閉鎖損として708百万円計

上するとともに、来期実施

予定額を減損損失として

113百万円計上しておりま

す。 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
前中間会計期間（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） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 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） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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） 

当事業年度増加株式

数（千株） 

当事業年度減少株式

数（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

 普通株式（注） 6,589 0 － 6,589 

合計 6,589 0 － 6,589 

 （注）普通株式の自己株式の増加数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（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 

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 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他
（有形
固定資
産）

1,856 1,553 303

合計 1,856 1,553 303

  

 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他
（有形
固定資
産）

764 727 37

合計 764 727 37

  

 

 
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)

その他
（有形
固定資
産） 

1,140 996 144

合計 1,140 996 144

  
 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み

法により算定しておりま

す。 

（注）    同左 （注） 取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 ２．未経過リース料中間期末残高

相当額等 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額等 

２．未経過リース料期末残高相当

額等 

   未経過リース料中間期末残高

相当額 

  未経過リース料中間期末残高

相当額 

  未経過リース料期末残高相当

額 

 
 
１年内 266百万円

１年超 37

合計 303
  

 
１年内 37百万円

１年超 －

合計 37
  

 
１年内 141百万円

１年超 3

合計 144
  

 （注） 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。

（注）    同左 （注） 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。 

 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 

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 

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
（減価償却費
相当額） 

226百万円

  

 
支払リース料
（減価償却費
相当額） 

105百万円

  

 
支払リース料
（減価償却費
相当額） 

386百万円

  
 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 

 （減損損失について） （減損損失について） （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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 
前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 
（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（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 5,722.80円

１株当たり中間純損失

金額 1,026.78円

 
  

 
１株当たり純資産額 3,293.37円

１株当たり中間純利益

金額 207.84円

 
  

 
１株当たり純資産額 3,221.09円

１株当たり当期純損失

金額 3,421.15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、１株当た

り中間純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

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。 

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、１株当た

り当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（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。 
 前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間純利益金額又は１株当た

り中間（当期）純損失金額 
   

中間純利益（百万円） － 29,244 － 

中間（当期）純損失（百万円） 144,474 － 481,377 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間純利益（百万円） － 29,244 － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（百万円） 
144,474 － 481,377 

期中平均株式数（千株） 140,706 140,706 140,706 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（コミットメントラインの使用） 

当社は、平成18年11月15日に、平成

17年７月15日に設定したコミットメ

ントライン1,500百万米ドル相当円

貨額のうち、450百万米ドルについて

実行いたしました。この結果、長期

資金調達コミットメント契約におけ

る資金調達枠3,500百万米ドル相当

円貨額について、半期報告書提出日

現在での資金調達実行残高は2,489

百万米ドル相当円貨額、未実行資金

調達枠残高は1,011百万米ドル相当

円貨額となっております。 

なお、当該資金調達の概要は以下の

とおりであります。 

（1）借入日 平成 18 年 11 月 15 日 

（2）借入額 53,100 百万円 

（450 百万米ドル） 

（3）借入先 株式会社ブルキャピト

ル 

（4）借入利率 年 3.015％ 

（5）借入期間 ５年（２年据置後３

年分割返済） 

（6）担保 営業貸付金 89,347 百万円 

（7）資金の使途 運転資金 

（新株予約権の発行） 

当社は、平成19年11月８日開催の取

締役会において、会社法第236条、第

238条及び第240条の規定に基づき、

当社の使用人に対するストックオプ

ションを目的として、新株予約権の

発行を下記の通り行う旨決議いたし

ました。 

（1）新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

普通株式 新株予約権１個当た

り10株 

（2）新株予約権の割当対象者及び割

当予定数 

当社の使用人たる地位にある者

2,749名 

（3）発行する新株予約権の総数 

57,160個 

（実際に割当てる総数が減少し

たときは、減少した総数をもっ

て新株予約権の総数とする。）

（4）新株予約権の割当日 

平成19年11月29日 

（5）新株予約権の発行価格 無償 

（6）新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額 

割当日の属する月の前月の東京

証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値

（平均値が割当日の終値を下回

る場合は当該終値）に上記(1)

の新株予約権１個当たりの目的

となる株式の数を乗じた金額 

（7）新株予約権の行使期間 

平成21年11月９日から平成23年

11月８日まで 

（8）新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡には取締役会の承認を要す

る。 

―――――― 
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７【営業の実績】 

(1)【営業収益の内訳】 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）種類別 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

金額 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

営業貸付
金利息 

無担保ローン 164,877 96.9 139,891 97.3 318,491 97.1

総合斡旋
収益 

クレジットカード 43 0.0 37 0.0 87 0.0

その他の
金融収益 

預金利息 367 0.2 439 0.3 779 0.2

 貸付金利息 21 0.0 69 0.1 44 0.0

 その他 1,190 0.7 1,032 0.7 2,317 0.7

 小計 1,577 0.9 1,539 1.1 3,139 0.9

その他の
営業収益 

償却債権及び同利息
回収額 

3,147 1.9 1,699 1.2 5,284 1.6

 不動産賃貸収入 438 0.3 468 0.3 877 0.3

 その他 81 0.0 92 0.1 168 0.1

 小計 3,665 2.2 2,259 1.6 6,328 2.0

合計 170,162 100.0 143,726 100.0 328,045 100.0

 （注）１．その他の金融収益の「その他」は、主に金利スワップ受取利息等であります。 
    ２．その他の営業収益の「その他」は、主に受取手数料等であります。 
 
(2)【その他の指標】 

区分 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日現在)
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日現在) 
前事業年度末 

(平成19年３月31日現在)

営業貸付金残高（百万円） 1,518,789 1,359,314 1,431,848 

 無担保ローン 1,518,789 1,359,314 1,431,848 

 担保ローン － － － 

割賦売掛金残高（百万円） 577 595 582 

口座数（口） 2,268,706 2,036,554 2,125,599 

 無担保ローン 2,268,706 2,036,554 2,125,599 

 担保ローン － － － 

クレジットカード会員数（人） 271,326 295,685 284,825 

店舗（店） 1,896 1,612 1,729 

 通常店舗（店） 523 360 471 

 
無人店舗（スピード無人受付
機含む）（店） 

1,372 1,251 1,257 

 インターネット店舗（店） 1 1 1 

無人契約機（スピード無人受付機
含む）（台） 

1,896 1,612 1,729 

現金自動設備（台） 46,008 49,006 48,072 

 自社設置分（台） 2,023 1,733 1,856 

 提携分（台） 43,985 47,273 46,216 

従業員数（人） 3,133 2,838 2,920 

貸倒償却額（百万円） 31,841 32,577 100,279 

利息返還額（元本毀損分） 
（百万円） 

15,328 29,804 44,669 

貸倒引当金残高（百万円） 162,719 160,079 151,262 

 


