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平成 20 年３月期 中間決算短信 

平成 19 年 11 月８日 

上場会社名 三洋信販株式会社         上場取引所 東証一部・福証 
コ ー ド 番 号  8573                  ＵＲＬ http://www.sanyo-shinpan.co.jp 

代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）松本 睦彦 

問合せ先責任者 （役職名）執行役員経理部長（氏名）日髙 直行         ＴＥＬ(03)5157－3411 

半期報告書提出予定日    平成 19 年 12 月 12 日      

                  (本中間決算短信中の金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。) 

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 70,059（△10.1） △89,369（ ― ） △89,149（ ― ） △98,278（ ― ）

18 年 9 月中間期 77,917（   0.8） 7,103（△68.5） 7,233（△68.1） △33,752 （ ―  ）

19 年 3 月期 151,706  △37,221 △36,996 △88,886 
 

 
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 △2,590 79    ―     

18 年 9 月中間期 △889 84   ―   

19 年 3 月期 △2,343 31     ― 
(参考)持分法投資損益 19 年 9 月中間期 8 百万円 18 年 9 月中間期 18 百万円 19 年 3 月期 14 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   514,640      79,646 10.0 1,354  53  

18 年 9 月中間期 621,369 236,783 33.5 5,480  04   

19 年 3 月期 591,472 179,373 25.6 3,992 66 
(参考)自己資本 19 年 9 月中間期 51,380 百万円 18 年 9 月中間期 207,880 百万円 19 年 3月期 151,457 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   2,422  △3,027   △2,250       56,486   

18 年 9 月中間期 △15,887     △1,153 31,268    59,683 

19 年 3 月期 △17,098 △3,187 34,175 59,345 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

    円  銭 円  銭 円  銭

19 年 3 月期 36 00 36 00    72 00  

20 年 3 月期   ―  

20 年 3 月期（予想）      ― 
0 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 136,400（△10.1）△79,000（ ― ）△78,800（  ― ）△88,900（  ― ） △2,343 62 
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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            有 

(注)詳細は、28 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の変更｣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 37,949,144 株  18 年 9 月中間期 37,949,144 株 19 年 3 月期 37,949,144 株    

②期末自己株式数            

19 年 9 月中間期    16,526 株 18 年 9 月中間期   15,112 株 19 年 3 月期   15,130 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、39 ページ「１株

当たり情報」をご覧下さい。 

 

（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 44,449（△16.3） △92,908（ ― ） △92,208 （ ― ） △98,743 （ ― ）

18年 9月中間期 53,106（ △2.8） 1,199（△92.7）    1,837 （△89.2） △35,216 （ ― ）

19 年 3 月期 102,134  △46,019 △45,061  △89,964 
 

 
1 株当たり中間 

（当期）純利益 

      円  銭  

19年 9月中間期 △2,603 06    

18年 9月中間期 △928 43    

19 年 3 月期 △2,371 72 
 
(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  289,954     33,211        11.5   875  54  

18年 9月中間期 416,001 189,739 45.6 5,001  81   

19 年 3 月期 373,219 133,744 35.8 3,525 70 
(参考)自己資本 19 年 9 月中間期 33,211 百万円 18 年 9 月中間期 189,739 百万円 19 年 3月期 133,744 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 83,800（△18.0）△84,100（ ― ）△83,100（ ― ）△89,600（ ― ） △2,362 08 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．通期の業績予想に関する事項につきましては、本日平成 19 年 11 月８日公表の「平成 20 年３月期

通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき

判断したものであり、実際の業績等はこれらの予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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 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の経済は、公共投資が低下基調にあるものの、設備投

資が引き続き増加しているなど、企業収益が高水準で推移しており、景気は緩やかに拡大し

ております。また、個人を取り巻く環境も、個人消費は底堅く推移しており、有効求人倍率

が高水準で推移していることや、完全失業率が低下傾向にあるなど雇用者所得は緩やかな増

加基調にあります。 

  しかしながら、消費者金融業界におきましては、法的債務整理や利息返還請求が増加する中、
平成 18 年 12 月に上限金利引下げや貸付の総量規制を織り込んだ「貸金業の規制等に関する

法律等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第 115 号、以下、「改正貸金業関連法」とい

う。）が成立・公布され、平成 19 年 11 月には政省令および監督指針（貸金業者向けの総合

的な監督指針）、自主規制の公表、平成 19 年 12 月には、行為規制の強化や業務等の監督強

化が織り込まれた「改正貸金業関連法」第 2条の施行が予定されるなど、事業環境が大きく

変化しており、当業界を取り巻く環境は一層厳しさを増しております。 

 このような環境のなか、当社グループの主力事業である消費者金融事業におきましては、

第 1四半期決算において、バランスシートの早期健全化を図ることを目的に貸倒引当金およ

び利息返還損失引当金の大幅積み増しを実施したことや、債権ポートフォリオの良質化に向

けた与信の厳格化の実施等により営業貸付金残高が減少し、営業収入が減少するなど収益を

大きく圧迫いたしました。 

 一方、コスト削減策につきまして、当社では、平成 19 年 5 月 10 日に公表いたしました「コ

スト構造改革への取り組みについて」に則り、希望退職者の募集や業務効率化による人件費

の抑制、店舗網見直しによる店舗関連費用の削減などのコスト構造改革に着手しております。

具体的には、有人店舗で行っておりました顧客管理業務を平成 19 年 8 月にカスタマーセン

ターへ全て集約、店舗の統廃合につきましては、平成 18 年 3 月末時点の有人店舗 135 店舗

を 54 店舗に、同じく無人店舗 800 店舗を 723 店舗に統廃合、人員配置の見直しにつきまし

ては、平成 19 年 8 月末に 204 名の早期希望退職の実施や店舗統廃合にともなう人員減など

で 2,131 名から 1,721 名へ削減、また、広告宣伝費の見直しにつきましては、前期 41 億円

を当中間期実績 7 億円（当期見通し 20 億円）へ削減するなど、着実に実施してまいりまし

た。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における営業収益は、700億 59百万円（前年同期比10.1％

減）となりました。また、営業費用は人件費や店舗関連費用をはじめとする各種コスト削減

の効果が見られたものの、バランスシートの早期健全化を図ることを目的とした貸倒引当金

および利息返還損失引当金の大幅積み増し分を全額営業費用に計上したこと等により、

1,594 億 28 百万円（前年同期比 125.1％増）となり、営業損失は 893 億 69 百万円、経常損

失は 891 億 49 百万円、中間純損失は 982 億 78 百万円となりました。 
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 各事業における概況は次のとおりです。 

 
（消費者金融事業） 

  当社では、改正貸金業関連法の全面施行による上限金利引下げや総量規制の導入などを睨
み、平成 19 年 4 月に与信の厳格化を実施したことや、広告宣伝などの営業活動を自粛した

こと、また、利息返還請求やそれを主因とした貸倒償却が依然高止まりで推移していること

から、バランスシートの早期健全化を図ることを目的に、長期延滞債権及び示談債権におけ

る貸付残高と和解約定残高の差額部分を一括して償却いたしました結果、当社グループの営

業貸付金残高は、4,788 億 1 百万円（前年同期比 15.1％減）となり、口座数は 956,323 件（前

年同期比 12.6％減）となりました。 

  

（保証事業） 

当社の個人向け無担保ローン保証事業では、提携先との関係をより深いものとするために、

既存提携先金融機関各社に対する木目細かなアフターフォロー、提携先のニーズに応じた提

案営業の強化等を実施してまいりました。また、新商品への取り組みといたしましては、事

業者向けローンや低金利ローンの販売を開始するなど順調に推移しております。 

ポケットカード株式会社では、伊藤忠グループとの提携戦略の一環として、ファミマクレ

ジット株式会社との保証業務を順調に拡大しております。 

以上の結果、当社グループの保証提携社数は 168 社、保証料収入は、60 億 71 百万円（前

年同期比 3.8％増）、保証残高は 1,508 億 8 百万円（前年同期比 1.8％増）となりました。 

 

   （クレジットカード事業） 

ポケットカード株式会社におきましては、伊藤忠グループとの提携展開の一層の強化及び

各種マーケティング施策の実施等により利用会員数が増加し、一人当たりの利用単価、利用

回数も増加したことにより、ショッピング取扱高は 1,164 億 50 百万円（前年同期比 16.6％

増）となり、割賦購入あっせん収益は 28 億 55 百万円（前年同期比 24.3％増）となりました。  

また、営業ネットワークの拡大といたしまして、新たに「VANQUISH（ヴァンキッシュ）」

や「VAROSH（ヴァロッシュ）」など、若者に人気のファッションブランドを手掛ける「株式

会社せーのデザイン」と提携し、8 月から「VANQUISH CARD（ヴァンキッシュカード）」の発

行を開始いたしました。 

株式会社エージーカードにおきましては、九州にある百貨店「岩田屋」や「くまもと阪神」

との連携強化等により、ショッピング取扱高を拡大いたしました。 

以上の結果、当社グループのクレジットカード事業のショッピング取扱高は 1,322 億 76

百万円（前年同期比 15.8％増）、割賦購入あっせん収益は 31 億 99 百万円（前年同期比 22.5％

増）と順調に拡大いたしました。 
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     （サービサー事業） 

三洋信販債権回収株式会社におきましては、サービサー業界の競争激化の中、取扱債権に

つきましては、全国 7拠点を活かし、幅広い金融機関との安定的な取引を通じて一定規模の

債権残高を確保維持いたしました。また、従来から得意とする無担保無剰余債権の買取回収

業務をコア業務としながら、不動産担保付債権の取扱を拡大するなど事業の多角化を推進し、

収益力の向上を図ってまいりました。 

以上の結果、当社グループの取扱債権残高は 1 兆 5,018 億 21 百万円（前年同期比 14.1％

増）となりました。 

 

②  当期の見通し 

わが国の経済は、企業収益の好調さが個人消費へ波及しており、民間需要も引き続き増加

していく可能性が高いなど、景気は緩やかな拡大を続けると予想されます。 

しかしながら、消費者金融業界におきましては、利息返還請求やそれに伴う貸倒が未だ予

断を許さない状況であり、中堅上場会社の民事再生手続開始の申立や、中小零細企業の廃業、

倒産が出てきているのに加え、改正貸金業関連法の全面施行を睨んだ与信の厳格化等により、

急激な信用収縮が起こる可能性があるなど、極めて厳しい事業環境が続くものと認識してお

ります。 

このような環境のなか、当期の見通しにつきましては、営業貸付金残高の減少に伴い営業

収入が減少するものの、人件費や店舗関連費用などの一般経費の削減、利息返還損失引当金

繰入額及び貸倒引当金繰入額の減少を見込み、営業収益は 1,364 億円、経常損失 788 億円、

当期純損失 889 億円を見込んでおり、下半期のみでの経常利益は 104 億円、当期純利益は 94

億円と黒字に転換する見通しです。 

なお、当社はプロミス株式会社と経営統合を行いました。経緯といたしましては、利息返

還請求問題が未だ予断を許さない状況であるのに加え、上限金利引下げ、総量規制の導入な

ど今後の経営環境が極めて厳しい状況となる中、ＳＭＦＧグループの一員であるプロミス株

式会社と経営統合する事により、規模のメリットを活かした抜本的なコスト構造改革が可能

であるとともに、両社が保有する経営資源を相互補完活用することにより、強固な経営基盤

の確立を可能とし、コンシューマー・ファイナンスＮｏ.1 企業を実現することが出来ると経

営判断したものであります。 

具体的な統合スキームといたしましては、プロミス株式会社の完全子会社である朝日エン

タープライズ株式会社が、平成 19 年 8 月 13 日から平成 19 年 9 月 13 日まで当社株式及び新

株予約権に対する公開買付けを実施し、その結果、当社の総株主の議決権の 95.43％を保有

するにいたりました。当社は、今後実施予定の金銭交付による株式交換を経て、プロミス株

式会社の完全子会社となることを予定しております。また、この株式交換により、当社は株

式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の株券上場廃止基準に従い、上場

廃止となる予定です。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

          当中間連結会計期間末におきましては、資産合計は前年同期比 1,067 億 28 百万円減少   

して 5,146 億 40 百万円、負債合計は前年同期比 504 億 9 百万円増加し 4,349 億 94 百万

円、純資産合計は前年同期比 1,571 億 37 百万円減少して 796 億 46 百万円となりました。

この結果、自己資本比率は 10.0％となりました。 

なお、主な増減要因は、以下のとおりであります。 

 

ア. 資産の部 

現金及び預金は、31億 96百万円減少しましたが、564億 86百万円と引き続き高水準を

維持しております。 

営業貸付金は、実質的には 849億 70百万円減少しましたが、454億 26百万円の資産

流動化証券の償還等があったため、資産流動化後の営業貸付金は 395億 44百万円の減

少に留まり 4,570億 61百万円となりました。 

割賦売掛金は、クレジットカード事業の取扱高の増加により 115 億 17 百万円増加して

570億 6百万円となりました。 

流動資産の貸倒引当金は、利息返還に伴う債権放棄等の損失に備えるため、650 億 64

百万円積み増し、1,235億 92百万円となりました。 

 

イ. 負債の部 

資金調達残高（資産流動化による調達は除く）は 41 億 28 百万円増加し、3,284 億

64 百万円となりました。 

また、利息返還損失引当金を 422 億 47 百万円積み増し、709 億 46 百万円となりま

した。 

 

ウ. 純資産の部 

中間純損失等により株主資本が 1,561 億 49 百万円減少したほか、少数株主持分が

6億 37 百万円減少したことなどにより、純資産合計は 1,571 億 37 百万円減少し 796

億 46 百万円となりました。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

 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 28 億 58 百万円減少して 564 億 86 百万円となりまし

た。 

なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は、以下

のとおりであります。 
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ア． 営業活動によるキャッシュ･フロー 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は 24 億 22 百万円（前中

間連結会計期間は 158 億 87 百万円の減少）となりました。これは、税金等調整前中

間純損失が 963 億 45 百万円となり、資産流動化後の営業貸付金の減少による資金の

増加が 423 億 8 百万円、貸倒引当金の増加額 385 億 69 百万円、利息返還損失引当金

の増加額 182 億 14 百万円となったことなどによるものであります。 

 

イ. 投資活動によるキャッシュ･フロー 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は 30億 27百万円（前中間連

結会計期間は 11億 53百万円の減少）となりました。これは、有形固定資産の売却による収

入が 20億 32百万円あったものの、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出が 29

億 44百万円、貸付けによる支出が 18億円あったことなどによるものであります。 

 

ウ. 財務活動によるキャッシュ･フロー 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は 22 億 50 百万円（前中

間連結会計期間は 312 億 68 百万円の増加）となりました。これは、社債による資金

調達純増額が 175 億 40 百万円あったものの、コマーシャル・ペーパー、短期借入金

及び長期借入金による資金調達純減額が 181億 10 百万円あったことなどによるもの

であります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策として位置づけ、業績をはじめ、経済金融

情勢、今後の経営環境や事業展開などを総合的に勘案のうえ、安定的かつ継続的に利益還元

を図って行くことを基本方針としております。 

当中間期末および期末配当につきましては、7月 26 日公表の「平成 20 年 3 月期 業績予想

および配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、見送りとさせていただきます。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項には、

以下のようなものがあります。なお、リスク要因の発生の可能性には種々ございますが、

現時点では発生の可能性が低いと考えられるものも、投資家の皆様のご理解の一助とする

ため、併せて記載しております。 

しかしながら、以下に記載いたしましたリスクについては、本中間決算短信の提出日現

在において、当社が把握している情報に基づく想定や見解をもとに、当社グループの事業

展開上リスクとなる可能性があると考えられる主な事項を記載しているものであり、リス

クの全てを網羅しているものではありません。将来の経済情勢や消費者金融業界を取り巻

く市場環境の変化等、様々な不確定要因により新たなリスクが発生する可能性があります。 
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① 法的規制等について 

ア. 消費者金融事業について 

   当社グループの主要事業である消費者金融事業は、「貸金業の規制等に関する法律」

（以下、「貸金業規制法」という。）の適用を受けております。 

 

イ．貸付金金利について 

   「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。）は、平成 12 年 6 月 1 日施行の改正により、貸付上限金利が年率 40.004%から年率

29.2%に引き下げられました。なお、当社の貸出上限金利は、昭和 63 年以降、年率 29.2%

を下回っております。 

  平成 15 年 8 月 1 日公布の出資法及び貸金業規制法改正の際に、出資法に定める上限

金利については、本改正の施行後 3年（平成 19 年 1 月）を目途として、必要な見直し

をするものとされておりましたが、平成 18 年 12 月に改正貸金業関連法が成立・公布

されました。この改正法により、いわゆる「みなし弁済」制度が廃止されるとともに、

出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利が年利 20％に引下げられることになり、

この刑罰金利（年利 20％）と引下げ後の利息制限法の上限金利（年利 20％～15％）と

の間での金利における貸付については、行政処分の対象となることになりました。こ

れらの貸付に係る上限金利の改正は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  また、改正貸金業関連法では、上限金利引下げ以外にも、総量規制の導入（借入総

額は年収の 3分の 1以内とする規制）、過剰貸付規制、貸金業者への参入条件の厳格化、

貸金業協会の自主規制機能強化、取立行為規制の強化などの業務に関連する規制の強

化、さらに業務改善命令の導入などの監督強化が織り込まれております。今後、これ

らの規制強化により消費者金融業界各社が与信の厳格化を進めることや、業界の再編

や淘汰が進行する可能性があり、消費者ローン市場の急激な信用収縮やクレジットコ

ストが増加することも考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

ウ. みなし弁済及び利息返還請求について 

 利息制限法の上限金利（年利 20％～15％）を超える金利を支払う旨の合意は無効と

されておりますが、現行の貸金業規制法では、貸金業者が行う金銭消費貸借契約に基

づき、債務者が利息制限法の上限金利（年利 20％～15％）と出資法の業として行う高

金利の罪の刑罰金利（年利 29.2％）の間の超過部分利息を任意に支払い、貸金業者か

ら契約書面等が適切に交付されている場合には、当該支払は有効な債務の弁済（みな

し弁済）であると規定されております。 

しかしながら、最高裁判所その他の司法判断は、特定事案の事例判断ではありまし

たが、「みなし弁済」の適用要件（書面の記載事項、交付時期）を厳格に解釈すること

により、利息制限法の上限金利を越える金利を支払う旨の合意を無効とし、不当利得
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として債務者に返還すべきとする判断（平成 16 年 2 月 20 日第二小法廷ほか）を打ち

出しておりました。 

さらに、最高裁判所は、平成 18 年 1 月 13 日第二小法廷、1 月 19 日第一小法廷、 

1 月 24 日第三小法廷、3 月 17 日第二小法廷において、その立場を一層強め、「みなし

弁済」の適用局面を非常に限定しました。こうした最高裁判所の判決を受けて、金融

庁は、平成 18年 4月 11日付で貸金業の規制等に関する法律施行規則を改正しており、

貸金業者による顧客への書面交付義務等を厳格化しております。当社グループにおき

ましては、同施行規則の改正につき各種対応を行ってまいりましたが、上記の最高裁

判所の判断により、「みなし弁済」が適用される局面が極めて限られたことで、法的債

務整理の増加に伴い、利息制限法の上限金利を超過する利息相当額の返還請求が増加

傾向にあります。当社グループでは、当該返還請求にかかる引当金を計上し、将来発

生する利息返還リスクに対応しておりますが、想定以上に利息返還額が発生した場合

や、法令等の改正内容によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

エ. 利息返還請求の会計上の見積について 

利息返還請求の増加を背景に、平成 18 年 3 月に日本公認会計士協会から「『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関する最高裁判決を踏まえた消費

者金融会社等における監査上の留意事項について」が公表され、平成 18 年 3 月期より

利息返還損失引当金を計上しております。当中間期におきましても、平成 18 年 10 月

13 日付けの「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」の公表内容に基づき、利息返還損失引当金の計上を行っておりま

すが、当該引当金の見積りを超過する水準の利息返還請求が発生した場合、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

オ. 業務規制等について 

消費者金融事業を営む当社グループは、貸金業規制法の適用により各種業務規制（過

剰貸付等の禁止、貸付条件等の掲示、貸付条件の広告、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、取立て行為の規制、債権証書の返還、標識の掲

示等）を受けております。平成 15 年の改正では、無登録業者に対する取締りの強化の

ほか、貸金業登録要件の厳格化、取立行為規制の強化、貸金業務取扱主任者の選任な

ど適正な営業体制の確立が盛り込まれました。 

  また、貸金業規制の執行にあたって、監督官庁である金融庁が定める事務ガイドラ

インにより、貸金業務における詳細な行動指針が定められております。同ガイドライ

ンについて、最近では個人情報保護法施行に伴う安全管理措置の徹底、顧客に対する

説明義務の強化、顧客等からの取引履歴等開示請求に対する開示義務の明確化、必要

とする以上の金額の借入れの勧誘禁止、出資法における利息とみなされる金銭の明確

化など一連の改正が行われております。さらに、今後の改正貸金業関連法の施行によ
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って、総量規制の導入や新規参入規制の厳格化、行為規制の強化等が織り込まれるな

ど、業務規制等について一段と厳しくなることが予想されます。 

   これらの法令及び行政上の規制を遵守できなかった場合、貸金業登録の抹消や業務

の全部又は一部の停止命令など行政上の措置や刑事処罰により、当社グループの活動

が制限され、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

カ. 個人情報保護法について 

 平成 15 年 5 月 30 日に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。）の基本法部分が公布・施行され、平成 17 年 4 月 1 日に全面施行されました。 

 当社グループ各社は、個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当し、個人

情報の適正な利用・管理が義務付けられております。 

 当社では、金融庁から告示されました「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「安全管理措置等についての実務指針」に基づき、社内規程・組織・

セキュリティ等の社内体制の整備を行なっております。 

   個人情報保護法に違反いたしますと、同法に基づき主務大臣より勧告・命令を受け

るに止まらず、罰金等の刑事処罰が下されるおそれがあり、さらに貸金業規制法違反

行為として業務停止等の行政処分の対象ともなることから、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

キ. その他の関連法について 

   近年、破綻状態にある債務者の権利保護の強化を目指した法制の整備が進んでおり

ます。とりわけ改正破産法（平成 16 年法律第 75 号）の施行、民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）の改正、特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平

成 11 年法律第 158 号）の制定などにより、個人破産など貸倒れの増加が懸念され、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、平成 15 年 4 月 1 日から改

正司法書士法が施行され、簡易裁判所における訴訟代理関係業務を行うことができる

認定司法書士は、訴訟価額が 140 万円を超えない範囲の民事訴訟、民事調停等の手続

について代理する業務を新たに行うことができるようになりました。以上の法改正を

受け、司法書士が債務者の代理人として、債務整理を行うケースが増加した場合には、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 資金調達リスクについて 

ア．金利変動リスクについて 

 当社グループの消費者金融事業におきましては、金利変動リスクを少なくするため、

調達残高の約 90％を長期固定化するなど、金利変動の影響の軽減を図っております。 

  しかしながら、将来の金利変動によっては調達コストが上昇し、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 
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イ. 流動性リスクについて 

   当社では、流動性の確保のため、十分な現預金を保有しております。 

  しかしながら、流動性確保が困難となる事態が生じた場合には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ウ. 資金調達の財務制限条項について 

   当社では、シンジケートローン等による資金調達にあたって、一定の財務制限条項

又は期限の利益喪失条項が付されており、抵触した場合には多数貸付人等の請求によ

り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。財務制限条項又は期限

の利益喪失条項に抵触した場合、その時点の金融情勢次第では、機動的なリファイナ

ンスが困難になる可能性があります。 

  また、当社では、資産流動化による資金調達にあたって、一定の早期償還事由が付

されており、抵触した場合には、優先受益権への配当が優先され、当社が保有する劣

後受益権への配当が停止されることになるため、その時点での金融情勢次第では、当

社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社の資産流動化証券は現在早期償還中であります。 

 

③ 格付について 

   当社では、格付機関から長期カウンターパーティ格付を取得しております。今後、

格付が低下した場合には、当社の資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。 

格付機関名 格付 

Standard & Poor's BBB  （ポジティブ）      ※ 

Fitch Ratings BBB＋（弱含み）           

格付投資情報センター（R&I） A－ （安定的） 

日本格付研究所（JCR） BBB＋（ポジティブ）   ※ 

    ※ 現在、Stantard & Poor's はクレジット・ウォッチ、日本格付研究所（JCR）は 

クレジット・モニターに指定されております。 

 

④  マーケット競合に係るリスクについて 

   消費者金融専業の合計貸付残高は、バブル崩壊以降急激に成長を遂げ、10 兆円規模に

まで成長いたしました。しかし、平成 18 年 12 月に成立した改正貸金業関連法により、

上限金利が利息制限法の水準まで引下がることから、銀行系、クレジットカード・信販

系と同一金利帯での競争になり、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・信販系等の競合他社

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。 

                                     

⑤  情報ネットワーク又は技術的システム等に生じる混乱、故障、その他の被害について 

   当社は、店舗ネットワーク、お客様及び口座データを含む当社事業を構成する種々の



三洋信販㈱（8573）平成 20 年３月期中間決算短信 

 

 - 12 - 

情報を管理するために、ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存をより深め

つつあります。 

当社のホストコンピューターは、業務委託先の日本アイ・ビー・エム株式会社のセン

ターが所在する大阪にメインシステムとサブシステムがあり、メインシステムに障害が

生じた場合には、即時にサブシステムが稼動する体制となっております。 

  しかしながら、地震・台風等の大規模災害が発生し、メイン・サブの両システムに同

時に障害が生じた場合には、当社は営業の中断を余儀なくされる可能性があります。 

 

⑥ 税務上の貸倒引当金繰入限度の取扱いについて 

当社グループにおける消費者金融事業では、過去の貸倒実績に基づいた貸倒実績率を

用いて貸倒引当金を算出しております。過去の貸倒実績には、利息制限法の上限金利を

超過する利息相当額の返還請求等に伴い、元本放棄として処理した貸倒分が含まれてお

ります。 

当該部分については、税務上の貸倒引当金繰入限度の取り扱いにおいて除外すべきと

の意見もあり、このような指摘を国税庁より受けた場合、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

⑦  業績の推移について 

   当社グループは、平成11年、消費者金融事業において九州・中国地方を地盤としたエリアドミ
ナント戦略から全国展開へ舵を切ったのに続き、個人向け無担保ローン保証事業・クレジットカ

ード事業・サービサー事業へと進出を果たし、多角化戦略を推進してまいりました。その結果、

多角化した事業がそれぞれ利益貢献するまでに成長し、安定した収益を見込めるまでになりま

した。 
しかしながら、景気の変動や競合の状況等に加え、利息返還請求の動向、今後の改正貸金

業関連法の施行も踏まえ、個人の借入行動が変化すること等により借入需要が減退するなど、

事業環境が大きく変化し、営業貸付金残高の減少及び営業収益の低下、信用収縮等によりクレ

ジットコストが増加する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社 4 社、非連結子会社 2 社、持分法適用関連会社 1 社で

構成されており、金融サービス事業（消費者金融事業、個人向け無担保ローン保証事業、クレ

ジットカード事業、債権管理回収事業）などを主な事業内容としております。 

当社グループの事業に関る各社の位置付け及び事業系統図は次のとおりであります。 

 

区分 会社名 摘要 

当社 ― 

消費者金融事業 

住商ポケットファイナンス㈱ 
持分法適用 

関連会社 

当社 ― 
個人向け無担保ローン

保証事業 
ポケットカード㈱       ※1 連結子会社 

ポケットカード㈱     ※1 連結子会社 

クレジットカード事業 

㈱エージーカード 連結子会社 

三洋信販債権回収㈱ 連結子会社 

金融サービス事業 

債権管理回収事業 

（サービサー事業） 
三洋アセットマネジメント㈲ 連結子会社 

不動産賃貸業 三洋エンタープライズ㈱ 非連結子会社

三洋エンタープライズ㈱ 非連結子会社

保険代理店業 

ポケット・ダイレクト㈱ ※2 ― 

物販事業 ポケット・ダイレクト㈱ ※2 ― 

その他の事業 

綜合調査業 ㈱シー・ヴィ・シー 非連結子会社

 ※1 上記のうち、国内証券市場に上場している連結子会社は以下のとおりであります。 

    ポケットカード株式会社 … 東京・大阪 

 ※2 ポケット・ダイレクト株式会社は、平成 19 年 9 月 5 日付で会社分割により、ポケットカ

ード株式会社の保険代理店事業、物販事業の承継会社として設立。 
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事業系統図 

金
融
サ
ー
ビ
ス
事
業

債
権
管
理
回
収
事
業

(
サ
ー
ビ
サ
ー
事
業
）

個
人
向
け

無
担
保
ロ
ー
ン

保
証
事
業

消
費
者
金
融
事
業

ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
事
業

三洋アセットマネジメント㈲

（連結子会社）

当社

住商ポケットファイナンス㈱

（持分法適用関連会社）

当社

ポケットカード㈱

（連結子会社）

ポケットカード㈱

（連結子会社）

㈱エージーカード

（連結子会社）

三洋信販債権回収㈱

（連結子会社）

お

客

様

金融機関

カード会社
等

そ
の
他
の
事
業

三洋エンタープライズ㈱

（非連結子会社）

㈱シー・ヴィ・シー

（非連結子会社）

ポケット・ダイレクト㈱

（ ― ）

・不動産賃貸業、保険代理店業

・綜合調査業

・保険代理店業、物販事業

プロミス㈱

朝日エンタープライズ㈱

親
会
社
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、企業理念として以下を定めております。 

＜企業理念＞ 

三洋信販グループは、誠実な事業活動を通じて、 

お客様の生活の充実と豊かな社会づくりに貢献します。 

 

また、企業理念を実現して行くため、次の 5つを経営の基本姿勢としております。 

 

1 お客様主義の誠実な実践 

お客様一人ひとりと誠実に向き合い、身近で安心できる金融サービスを提供します。 

2 コンプライアンスの徹底 

法令等の社会規範を遵守し、広く社会からの信頼に応えます。 

3 永続的な企業発展 

絶えざる変革により企業価値の向上を図るとともに、適正な情報開示を通じ透明性のある

経営を行います。 

4 社員の「自己実現の場」の提供 

社員の「自律」する力と「共に思い」「共に創る」心をはぐくむとともに、自己実現の機

会と環境を提供します。 

5 社会とのコミュニケーション 

社会との幅広いコミュニケーションに努め、良き企業市民として地域社会と共生します。 

 

当社は、すべての事業活動の原点を「お客様」と考え、常にお客様の立場になって行動

する「お客様主義」を誠実に実践し、多様化するお客様一人ひとりのニーズにお応えして

まいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループでは、株主価値の向上、経営効率の向上と安定した経営を維持していくとい

う観点から、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）、総資産当期純利益率（ＲＯＡ）を重視してお

ります。 

 

（３）中長期的な会社の戦略 

消費者金融業界におきましては、利息返還やそれに伴う貸倒が未だ予断を許さない状況で

ある中、利息返還損失引当金の複数年計上、上限金利の引下げや総量規制の導入、それを睨

んだ与信厳格化から信用収縮による貸倒の急増などが懸念され、収益力の低下は避けられな

いものとなってきております。さらに今後は、銀行系、クレジットカード・信販系と同一金

利帯での顧客獲得競争の激化など、当業界を取り巻く環境は、益々厳しいものとなることが

予想されます。このような環境の中、当社は、コスト構造改革に着手するとともに、債権ポ
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ートフォリオの良質化に向け与信の厳格化を実施しております。 

しかしながら、当社は、競合他社に勝る強固な事業基盤や財務基盤を構築するためには、

さらに踏み込んだコスト削減や新しいビジネスモデルを早期に確立する必要があると認識し

ており、様々な戦略について検討を重ねてきました結果、プロミス株式会社との経営統合を

行うことといたしました。両社の保有する経営資源を相互補完的に活用することにより、コ

スト効率を高め、強固な事業基盤を確立することにより、両社におけるシナジー効果を創出

し、事業環境の変化への対応と成長戦略への取り組みをダイナミックに推進することを可能

にし、お客様への様々な資金ニーズに対して最高の商品・サービスを提供できる企業集団を

形成できると判断いたしました。 

今後は、両社グループの強みと双方が培った様々なノウハウを融合し、スケールメリット

を活かした抜本的なコスト構造改革を推進するとともに、消費者金融事業をはじめ保証事業、

クレジットカード事業、サービーサー事業等、各事業分野での収益力強化に取り組み、規模

のみならず顧客基盤、ブランド、戦略性においてコンシューマー・ファイナンスＮｏ.1 企業

グループを目指してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

   当社グループを取り巻く経営環境は、益々厳しくなっていくことが予想されます。このよ

うな環境の中、段階的に施行される改正貸金業関連法をはじめとする関係法令に対し、的確

に対処していくとともに、改正貸金業関連法の全面施行を睨んだ新たなビジネスモデルを構

築し、収益力の確保と新たな成長基盤の確立に努めてまいります。 

また、当社では、「お客様主義」の誠実な実践により、お客様・株主様等の皆様から高い信頼を得

られるように、新しい企業風土の確立に向けて全力で取り組んでいるとともに、コンプライアンス態勢

の確立・強化をはじめとする内部管理態勢の整備を行い、法令違反の再発防止に努めております。 
なお、これらの諸施策については以下のとおりであります。 
ア. コーポレートガバナンスについて 
（ア）新しい企業理念、経営姿勢及び行動指針の策定 
（イ）取締役、監査役の定例ミーティングの開催 
（ウ）監査役による経営監視機能の強化と独立性確保の観点から監査役室の新設 
（エ）主要社内規程の体系整備、内容の見直し 
イ. コンプライアンス態勢の確立・強化 
（ア）コンプライアンス委員会の改組強化 
（イ）コンプライアンス担当業務の強化 
（ウ）コンプライアンス最重点推進期間の設定 
（エ）コンプライアンスホットラインの充実 
（オ）「コンプライアンス自己チェック表兼誓約書」の取り入れ 
ウ. コンプライアンス教育・研修の充実 
（ア）全従業員を対象とした階層別教育・研修の充実 
（イ）コンプライアンス管理者・担当者に対する研修の実施 
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（ウ）債権管理に関する専門部署の弁護士による研修実施 
（エ）コンプライアンスに関する従業員への個人面談実施 
エ. 内部管理態勢の再構築 
（ア）債権法務業務部門の組織強化による指導・チェック機能の強化 
（イ）訴訟案件方針会議の設置 
（ウ）取引履歴開示対応業務の体制強化 
（エ）内部監査部門の人員強化 
（オ）監査規程、監査基準、監査マニュアルを見直し、「金融庁検査マニュアル」に準拠した内容

へ変更 
オ. 人事制度・人事評価 
（ア）人事評価項目の見直し（コンプライアンスに関する項目の評価ウエイト増） 
（イ）コンプライアンス・オフィサー検定、個人情報保護オフィサー検定取得の義務化 
（ウ）定期的な人事ローテーションの実施による牽制機能の強化 
カ. お客様の声を経営に活かす経営体制の整備 

「お客様の声会議」を毎月、「お客様の声討議」を毎週開催 
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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 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

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   594,321 95.6 490,395 95.3 564,110 95.4

１ 現金及び預金   59,683 56,486 59,345 

２ 営業貸付金 

※1,2 

 4,7 

 ,8 

496,606 457,061 499,370 

３ 割賦売掛金 ※３ 45,489 57,006 49,938 

４ たな卸資産   7,954 ― 9,880 

５ 買取債権  ― 11,074 ― 

６ 繰延税金資産   8,073 4,206 2,546 

７ その他   35,042 28,151 28,083 

  貸倒引当金 ※10 △58,527 △123,592 △85,054 

Ⅱ 固定資産   27,047 4.4 24,245 4.7 27,362 4.6

１ 有形固定資産   7,685 1.2 4,065 0.8 7,332 1.2

(1) 建物及び構築物 ※５ 3,532 2,457 3,321 

(2) 機械装置及び運搬具 ※５ 10 0 9 

(3) 土地  2,985 818 2,982 

(4) 建設仮勘定  1 ― ― 

(5) その他 ※５ 1,155 788 1,018 

２ 無形固定資産   7,094 1.2 9,164 1.8 8,774 1.5

(1) ソフトウェア   5,515 8,196 8,023 

(2) その他   1,578 967 751 

３ 投資その他の資産   12,267 2.0 11,015 2.1 11,255 1.9

(1) 投資有価証券  6,131 4,195 4,971 

(2) 繰延税金資産   493 1,439 1,238 

(3) その他 ※７ 5,684 5,532 5,167 

  貸倒引当金   △42 △152 △121 

資産合計   621,369 100.0 514,640 100.0 591,472 100.0
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  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

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   162,223 26.1 157,699 30.6 171,879 29.1

１ 買掛金   10,910  12,917  10,711  
２ 短期借入金   17,707  19,940  20,523  
３ 一年以内返済予定の

長期借入金 
※４ 77,382  76,279  78,007  

４ コマーシャル・ 

ペーパー 
  19,000 16,000 25,400 

５ 一年以内償還予定の

社債 
  17,560 11,200 19,400 

６ 未払法人税等   4,625 3,199 2,106 

７ 賞与引当金   831 658 796 

８ ポイント引当金  413 580 480 

９ 債務保証損失引当金   4,030 5,925 4,463 

10 利息返還損失引当金  567 ― ― 

11 事業再構築引当金  ― 2,315 ― 

12 その他   9,196 8,684 9,989 

Ⅱ 固定負債   222,362 35.8 277,294 53.9 240,220 40.6

１ 社債   41,600 71,400 45,500 

２ 長期借入金 ※４ 151,086 133,644 140,044 

３ 退職給付引当金   752 530 713 

４ 役員退職慰労引当金   487 485 487 

５ 利息返還損失引当金  28,132 70,946 52,732 

６ その他  304 287 742 

負債合計   384,585 61.9 434,994 84.5 412,099 69.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   207,397 33.4 51,247 10.0 150,897 25.5

１ 資本金   16,268 2.6 16,268 3.2 16,268 2.7

 ２ 資本剰余金  34,216 5.5 34,216 6.6 34,216 5.8

３ 利益剰余金  156,986 25.3 842 0.2 100,486 17.0

 ４ 自己株式   △73 △0.0 △79 △0.0 △73 △0.0

Ⅱ 評価・換算差額等   482 0.1 133 0.0 560 0.1

１ その他有価証券 

評価差額金 
  482 0.1 133 0.0 560 0.1

Ⅲ 少数株主持分  28,903 4.6 28,265 5.5 27,915 4.7

純資産合計   236,783 38.1 79,646 15.5 179,373 30.3

負債純資産合計   621,369 100.0 514,640 100.0 591,472 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 
  

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
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18年９月30日)

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

(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   77,917 100.0 70,059 100.0 151,706 100.0

１ 営業貸付金利息   63,272 54,942 122,668 

２ 割賦購入あっせん収益   2,611 3,199 5,533  
３ 買取債権回収高   3,782 3,590 7,003  
４ 保証料収入  5,851 6,071 11,904  
５ その他の営業収益   2,400 2,254 4,596 

Ⅱ 営業費用   70,813 90.9 159,428 227.6 188,928 124.5

１ 金融費用   2,779 3,748 5,902 

２ 債権買取原価   1,733 1,771 3,056 

３ その他の営業費用 ※１ 66,300 153,908 179,969 

営業利益又は営業損失

（△） 
  7,103 9.1 △89,369 △127.6 △37,221 △24.5

Ⅲ 営業外収益   145 0.2 232 0.3  252 0.2

１ 受取利息   0 8 0  
２ 受取配当金   49 57 58 

３ 負ののれん償却額  10 ― 17 

４ 持分法による投資利益  18 8 14 

５ 賃借料収入  ― 63 ― 

６ 割引利益   10 8 17 

７ その他の収益   56 85 145 

Ⅳ 営業外費用   15 0.0 12 0.0 26 0.0

１ 株式交付費  1 ― 1 

２ リース契約解約損  6 7 15 

３ 自己株式買取手数料  4 ― 4 

４ その他の費用   2 5 4  

経常利益又は経常損失

（△） 
  7,233 9.3 △89,149 △127.3 △36,996 △24.3
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  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

(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

(％)

Ⅴ 特別利益   159 0.2 608 0.9 209 0.1

１ 固定資産売却益 ※２ ― 423 ― 

２ 投資有価証券売却益   159 ― 209 

３ 持分変動利益   0 ― ― 

４ 賞与引当金戻入益  ― 185 ― 

５ その他の特別利益  ― ― 0 

Ⅵ 特別損失   30,151 38.7 7,804 11.1 34,876 23.0

１ 固定資産売却損 ※３ ― 1,041 ― 

２ 固定資産除却損 ※４ 166 1,110 360 

３ 減損損失 ※５ ― 23 3 

４ 利息返還関連費用 ※６ 29,960 ― 33,452 

５ 特別退職金 ※７ ― 3,212 302 

６ 事業再構築引当金繰入

額 
 ― 2,315 ― 

７ その他の特別損失  24 101 757 

税金等調整前中間(当

期)純損失（△） 
  △22,757 △29.2 △96,345 △137.5 △71,662 △47.2

法人税、住民税及び事

業税 
  4,564 5.8 3,108 4.4 6,260  4.1

法人税等調整額   4,893 6.3 △1,847 △2.6 10,101  6.7

少数株主利益   1,536 2.0 672 1.0 862  0.6

中間(当期)純損失（△）   △33,752 △43.3 △98,278 △140.3 △88,886 △58.6
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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   

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円）      16,244      34,191 192,104 △73 242,466 

中間連結会計期間中の変動額  

新株の発行  24 24  49 

剰余金の配当（注） △1,365  △1,365 

中間純損失 △33,752  △33,752

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） 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
24 24 △35,117 △0 △35,068

平成 18 年９月 30 日残高(百万円） 16,268 34,216 156,986 △73 207,397

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券   

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 661 28,774 271,901

中間連結会計期間中の変動額 

新株の発行         49 

剰余金の配当（注） △1,365

中間純損失 △33,752

自己株式の取得 △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） 
△178 129 △48

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△178 129 △35,117

平成 18 年９月 30 日残高(百万円) 482 28,903 236,783

（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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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   

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円）      16,268      34,216 100,486 △73 150,897 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △1,365  △1,365 

中間純損失 △98,278  △98,278

自己株式の取得 △5 △5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― ― △99,644 △5 △99,649

平成 19 年９月 30 日残高(百万円） 16,268 34,216 842 △79 51,247

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券   

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 560 27,915 179,373

中間連結会計期間中の変動額 

剰余金の配当（注） △1,365

中間純損失 △98,278

自己株式の取得 △5

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） 
△427 350 △77

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△427 350 △99,726

平成 19 年９月 30 日残高(百万円) 133 28,265 79,646

（注）平成19年５月の取締役会決議における剰余金の配当であります。
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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   

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円）      16,244      34,191 192,104 △73 242,466 

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  24 24  49 

剰余金の配当（注） △2,730  △2,730 

当期純損失 △88,886  △88,886

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） 
     

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
24 24 △91,617 △0 △91,569

平成 19 年３月 31 日残高(百万円） 16,268 34,216 100,486 △73 150,897

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券   

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(百万円) 661 28,774 271,901

連結会計年度中の変動額 

新株の発行         49 

剰余金の配当（注） △2,730

当期純損失 △88,886

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△100 △858 △959

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△100 △858 △92,528

平成 19 年３月 31 日残高(百万円) 560 27,915 179,373

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当であり  

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 当中間連結会計期間 
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18年９月30日)

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 
(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         

１ 税金等調整前中間（当期）純損

失（△） 
  △22,757 △96,345 △71,662 

２ 減価償却費   1,572 1,645 3,294 

３ 減損損失  ― 23 3 

４ のれん償却額  ― 102 ― 

５ 負ののれん償却額  △10 ― △17 

６ 受取利息及び受取配当金   △49 △66 △58 

７ 持分法による投資利益   △18 △8 △14 

８ 投資有価証券売却益  △159 ― △209 

９ 固定資産売却損益(売却益：△)  ― 617 ― 

10 固定資産除却損  ― 1,110 ― 

11 貸倒引当金の増減額(減少：△)   15,984 38,569 42,590 

12 ポイント引当金の増減額 

(減少：△) 
 △288 100 △221 

13 債務保証損失引当金の増減額 

(減少：△) 
  89 1,461 523 

14 利息返還損失引当金の増減額 

（減少：△） 
 24,449 18,214 48,482 

15 事業再構築引当金の増減額 

（減少：△） 
 ― 2,315 ― 

16 営業貸付金の増減額(増加：△)   △13,094 42,308 △15,858 

17 営業債権の増減額(増加：△)   △5,344 △7,428 △10,036 

18 たな卸資産の増減額(増加：△)   △668 ― △2,594 

19 買取債権の増減額（増加：△）  ― △1,485 ― 

20 営業債務の増減額(減少：△)   △1,908 2,205 △2,107 

21 その他   △4,309 1,031 4,332 

小計   △6,514 4,372 △3,554 

22 利息及び配当金の受取額   49 57 58 

23 法人税等の支払額   △9,422 △2,007 △13,602 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △15,887 2,422 △17,098 
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    前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の要約

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18年９月30日)

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 
(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     

１ 有形固定資産の取得による支出  △406 △104 △604 

２ 有形固定資産の売却による収入  ― 2,032 ― 

３ 無形固定資産の取得による支出  △947 △2,944 △3,266 

４ 投資有価証券の売却による収入  219 ― 769 

５ 貸付けによる支出  ― △1,800 ― 

６ 差入保証金の差入による支出  △34 △18 △50 

７ 差入保証金の回収による収入  199 227 222 

８ その他の収支(純額)  △183 △420 △257 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,153 △3,027 △3,187 

     

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ コマーシャル・ペーパー発行・

償還による収支(純額) 
  15,000 △9,400 21,400 

２ 短期借入・返済による収支 

(純額) 
  4,357 △583 7,173 

３ 長期借入れによる収入   63,284 34,385 90,130 

４ 長期借入金の返済による支出   △36,135 △42,513 △73,397 

５ 社債の発行による収入   9,950 33,840 16,911 

６ 社債の償還による支出   △22,260 △16,300 △23,520 

７ 株式の発行による収入  49 ― 49 

８ 自己株式の取得・売却による収

支(純額) 
  △0 △5 △0 

９ 連結子会社による連結子会社自

己株式の取得・売却による収支

(純額) 

  △1,292 △0 △1,292 

10 親会社による配当金の支払額   △1,365 △1,365 △2,692 

11 少数株主への配当金の支払額   △319 △310 △585 

財務活動によるキャッシュ・フロー   31,268 △2,250 34,175 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 △1 △2 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

（減少：△） 
  14,225 △2,858 13,887 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   45,457 59,345 45,457 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
 ※１ 59,683 56,486 59,345 

    

（注）中間連結キャッシュ・フロー計算書の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。 
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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 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社はポケットカード株式会社、株式会社エージーカード、三洋信販債権回収株式会社及び三

洋アセットマネジメント有限会社の４社であります。 

  なお、ポケットカード株式会社は平成19年９月５日、同社を分割会社とし、ポケット・ダイレクト株

式会社を承継会社とする分社型新設分割（簡易分割）を行っております。 

(2)非連結子会社は株式会社シー・ヴィ・シー、三洋エンタープライズ株式会社の２社であります。 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は小規模であり、総資産、営業収益、中間純損益及び利益剰余金等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 
 

（追加情報） 

開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的

会社との取引金額等については、開示対象特別目的会社の開示に関する基礎データの入手、その確

認や整理等に時間を要することなどから、「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）」を当中間連結会計期間から適用することが困難であるため記載を省

略しております。 

 

２ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率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 ７～50年 

機械装置及び運搬具 ３～20年 

その他(器具備品) ６～８年 

（会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、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。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、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。 

また、今後、親会社との経営統合による合理化ならびに営業店舗の統廃合の加速が予測されること

等から、実態に合わせた償却方法への見直しを行った結果、平成19年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については他の有形固定資産と同一の償却方法を採用することとし、平成

19年３月31日以前に取得した建物（建物付属設備を除く）についても備忘価格まで減価償却を行う

ことに変更しました。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

(2)重要な引当金の計上基準 

事業再構築引当金 

 事業の再構築に伴い発生する店舗統廃合等の損失に備えるため、当中間連結会計期間末における損

失発生見込額を計上しております。 
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なお、上記連結の範囲に関する事項及び会計処理基準に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平 

成19年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

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 

 （連結子会社の資産及び負債の評価方法） 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、従来、部分時価評価法によっておりましたが、当中間連結会計

期間から全面時価評価法に変更しております。この変更は親会社との処理の統一及び会計処理の一般的な

傾向を考慮したものであります。 

なお、この変更による連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的に重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することにし

ました。 

なお、前中間連結会計期間の「固定資産除却損」は166百万円であります。 

２ 「貸付けによる支出」は、前中間連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他の収支

（純額）」に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分

掲記することにしました。 

なお、前中間連結会計期間の「貸付けによる支出」は△1百万円であります。 

 

追加情報 

前中間連結会計期間末において流動資産の「たな卸資産」に計上しておりました買取債権は、より一般的

な開示方法である金融商品として取り扱い、同時に親会社との処理統一を行いました。 

なお、この変更による連結財務諸表に与える影響はありません。 
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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) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 個人向け無担保貸付金476,945

百万円を含んでおります。 

※１  個人向け無担保貸付金439,856

百万円を含んでおります。 

※１ 個人向け無担保貸付金480,493

百万円を含んでおります。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 67,165百万円  

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 21,739百万円 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 40,912百万円 
※３ 割賦売掛金の残高は次のとお

りであります。 

部門別 金額(百万円) 

総合あっせん 44,993 

個品あっせん 495 

合計 45,489  

※３ 割賦売掛金の残高は次のとお

りであります。 

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 56,553 

個品あっせん 453 

合計 57,006  

※３ 割賦売掛金の残高は次のとお

りであります。 

部門別 金額(百万円)

総合あっせん 49,464 

個品あっせん 474 

合計 49,938  
※４ 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 

営業貸付金 ―百万円 

   (2) 対応する債務 

長期借入金 ―百万円 

(うち１年以

内返済予定

額) 

(―百万円)

上記のほか、営業貸付金

1,368百万円について、債権

譲渡予約契約を締結してお

り、これに対応する債務は長

期借入金1,368百万円（うち

１年以内返済予定額778百万

円）であります。 

※４ 担保に供している資産とこれ

に対応する債務 

 

担保に供している資産はあり

ませんが、営業貸付金590百

万円について、債権譲渡予約

契約を締結しており、これに

対応する債務は長期借入金

590百万円（うち１年以内返

済予定額450百万円）であり

ます。 

※４ 担保に供している資産とこれ

に対応する債務 

 

担保に供している資産はあり

ませんが、営業貸付金983百

万円について、債権譲渡予約

契約を締結しており、これに

対応する債務は長期借入金

983百万円（うち１年以内返

済予定額658百万円）であり

ます。 

※５ 有形固定資産の減価償却累計

額 

   8,759百万円 

※５ 有形固定資産の減価償却累計

額 

    7,347百万円

※５ 有形固定資産の減価償却累計

額 

             8,805百万円

 ６ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 148,182百万円 

債務保証損失

引当金 
4,030百万円 

差引保証債務 144,152百万円  

 ６ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 150,808百万円

債務保証損失

引当金 
5,925百万円

差引保証債務 144,883百万円 

 ６ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 150,493百万円

債務保証損失

引当金 
4,463百万円

差引保証債務 146,029百万円 
  



 

三洋信販㈱（8573）平成 20 年３月期中間決算短信 

- 30 - 

 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※７ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金563,772

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※７ 不良債権の状況 

資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金478,801

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※７ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金540,283

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 464 

延滞債権 12,074 

３ヵ月以上 

延滞債権 
12,283 

貸出条件 

緩和債権 
34,363 

合計 59,185  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 612 

延滞債権 7,829 

３ヵ月以上 

延滞債権 
13,460 

貸出条件 

緩和債権 
23,842 

合計 45,744  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 395 

延滞債権 18,831 

３ヵ月以上 

延滞債権 
12,811 

貸出条件 

緩和債権 
35,000 

合計 67,039  
(注)１ 破綻先債権とは、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

の取り立て又は弁済の見込

みがないものとして、未収

利息を計上しなかった貸付

金(以下、「未収利息不計

上貸付金」)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。  

(注)１ 同左  (注)１ 同左  

２ 延滞債権とは、未収利息不

計上貸付金のうち、破綻先

債権に該当しないものであ

ります。 

２      同左 

  

   ２     同左     

  

３ ３ヵ月以上延滞債権とは、

元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３ヵ月

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。 

３      同左    ３     同左 

４ 貸出条件緩和債権とは、当

該債権の回収を促進するこ

となどを目的に、利息の支

払猶予等、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ヵ月以上延滞債権に

該当しないものでありま

す。 

４      同左    ４     同左 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※８ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

   営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。 

   同契約は一定の利用限度枠を

決めておき、契約上規定され

た条項に違反がない限り、そ

の範囲で繰返し融資を行う契

約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高

は、当中間連結会計期間末に

おいて、1,607,335百万円(当

中間連結会計期間末に残高の

ない顧客の融資未実行残高

1,511,722百万円を含む)であ

ります。 

   なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社及び連結子会

社の将来のキャッシュ・フロ

ーに影響を与えるものではあ

りません。また、同契約に

は、顧客の信用状況の変化、

その他相当の事由があるとき

は、利用限度枠の範囲内であ

っても、当社及び連結子会社

が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の

条項がつけられており、その

ために契約後も継続的な与信

保全上の措置等を講じており

ます。 

※８ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

   営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。 

   同契約は一定の利用限度枠を

決めておき、契約上規定され

た条項に違反がない限り、そ

の範囲で繰返し融資を行う契

約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高

は、当中間連結会計期間末に

おいて、1,585,889百万円(当

中間連結会計期間末に残高の

ない顧客の融資未実行残高

1,415,613百万円を含む)であ

ります。 

   なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社及び連結子会

社の将来のキャッシュ・フロ

ーに影響を与えるものではあ

りません。また、同契約に

は、顧客の信用状況の変化、

その他相当の事由があるとき

は、利用限度枠の範囲内であ

っても、当社及び連結子会社

が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の

条項がつけられており、その

ために契約後も継続的な与信

保全上の措置等を講じており

ます。 

※８ 営業貸付金に係る貸出コミッ

トメントライン契約 

   営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。 

   同契約は一定の利用限度枠を

決めておき、契約上規定され

た条項に違反がない限り、そ

の範囲で繰返し融資を行う契

約であります。 

   同契約に係る融資未実行残高

は、当連結会計年度末におい

て、1,590,333百万円(当連結

会計年度末に残高のない顧客

の融資未実行残高1,414,154

百万円を含む)であります。 

   なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社及び連結子会

社の将来のキャッシュ・フロ

ーに影響を与えるものではあ

りません。また、同契約に

は、顧客の信用状況の変化、

その他相当の事由があるとき

は、利用限度枠の範囲内であ

っても、当社及び連結子会社

が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の

条項がつけられており、その

ために契約後も継続的な与信

保全上の措置等を講じており

ます。 

９ 当社及び連結子会社のうち３

社は、当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に

基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

15,900百万円 

借入実行残高 5,801百万円 

差引額 10,098百万円  

９ 当社及び連結子会社のうち３

社は、当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に

基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

15,800百万円

借入実行残高 8,300百万円

差引額 7,500百万円 

９ 当社及び連結子会社のうち３

社は、当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に

基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

16,500百万円

借入実行残高 7,400百万円

差引額 9,100百万円 
※10 貸倒引当金のうち23,221百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 

※10 貸倒引当金のうち78,046百万

円は営業貸付金に優先的に

充当されると見込まれる利

息返還見積額であります。 

※10 貸倒引当金のうち51,098百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 
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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 その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 2,932百万円 

ポイント引当

金繰入額 
413百万円 

貸倒引当金 

繰入額 
25,946百万円 

債務保証損失

引当金繰入額 
1,932百万円 

利息返還損失

引当金繰入額 
8,445百万円 

支払手数料 4,743百万円 

従業員給料 

手当 
4,589百万円 

賞与引当金 

繰入額 
831百万円 

退職給付費用 148百万円 

その他人件費 1,399百万円 

賃借料 2,435百万円 

減価償却費 1,572百万円 

通信費 1,627百万円 

電算業務 

委託料 
2,164百万円 

 

※１ その他の営業費用の主要項目

広告宣伝費 1,073百万円

ポイント引当

金繰入額 
580百万円

貸倒引当金 

繰入額 
96,316百万円

貸倒損失 108百万円

債務保証損失

引当金繰入額
5,589百万円

利息返還損失

引当金繰入額
25,652百万円

支払手数料 4,849百万円

従業員給料 

手当 
4,211百万円

賞与引当金 

繰入額 
658百万円

退職給付費用 136百万円

その他人件費 1,427百万円

賃借料 2,102百万円

減価償却費 1,645百万円

通信費 1,365百万円

電算業務 

委託料 
1,922百万円

 

※１ その他の営業費用の主要項目

広告宣伝費 4,882百万円

ポイント引当

金繰入額 
480百万円

貸倒引当金 

繰入額 
77,122百万円

貸倒損失 515百万円

債務保証損失

引当金繰入額 
4,463百万円

利息返還損失

引当金繰入額 
38,550百万円

支払手数料 10,306百万円

従業員給料 

手当 
9,855百万円

賞与引当金 

繰入額 
796百万円

退職給付費用 308百万円

その他人件費 2,691百万円

賃借料 4,700百万円

減価償却費 3,294百万円

通信費 3,048百万円

電算業務 

委託料 
4,886百万円

 
※２     ― 

 

※２ 固定資産売却益の主要項目 

土地 407百万円 

※２     ― 

 

※３     ― 

   

※３ 固定資産売却損の主要項目 

土地 911百万円 

※３     ― 

 

※４ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 121百万円 

投資その他の資

産（その他） 
31百万円 

 

※４ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 417百万円

器具備品 149百万円

ソフトウェア 541百万円 

※４ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 231百万円

器具備品 44百万円 

※５     ― ※５ 減損損失 

当社グループは、当中間連結

会計期間において次のとおり

減損損失を計上しておりま

す。 

(1) 減損損失を認識した資産 
用途 種類 

遊休資産 電話加入権 

 (2)資産をグルーピングした方法

当社グループは、管理会計上

の区分（事業）を基礎として

グルーピングを行っておりま

す。但し、消費者金融事業に

ついては管理会計上の区分で

ある一定の地域等を基礎とし

た地区をグルーピングの最小

単位としております。 

※５ 減損損失 

当社グループは、当連結会計

年度において次のとおり減損

損失を計上しております。 

 

(1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類

福岡県 遊休資産 土地

 (2)資産をグルーピングした方法

当社グループは、管理会計上

の区分（事業）を基礎として

グルーピングを行っておりま

す。但し、消費者金融事業に

ついては管理会計上の区分で

ある一定の地域等を基礎とし

た地区、賃貸用不動産につい

ては各資産をグルーピング 
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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)減損損失の認識に至った経緯

遊休資産の一部において、時

価の著しい下落が確認された

ため減損損失を認識しており

ます。 

(4)減損損失の金額 

電話加入権 23百万円

(5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、不動産

鑑定士による鑑定評価額また

は路線価等に基づいて評価し

ております。     

の最小単位としております。

(3)減損損失の認識に至った経緯

遊休不動産の一部において、

時価の著しい下落が確認され

たため減損損失を認識してお

ります。 

(4)減損損失の金額 

土地 3百万円

(5)回収可能価額の算定方法 

同左 

※６ 利息返還関連費用の内訳 

利息返還損失

引当金繰入額 
20,800百万円 

貸倒引当金繰

入額 
9,159百万円 

 

※６     ― ※６ 利息返還関連費用の内訳 

利息返還損失

引当金繰入額 
21,497百万円

貸倒引当金繰

入額 
11,954百万円

 
※７     ― ※７ 当社において、当中間連結会

計期間に大量の退職者が生じ

ましたので、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理

（企業会計基準適用指針第１

号）」に基づき、退職給付制

度の一部終了に準じた会計処

理を行っております。これに

伴う退職給付制度の一部終了

損失 601 百万円、特別加算金

2,468 百万円及び再就職支援

費用 141 百万円を特別損失の

「特別退職金」に計上してお

ります。 

※７ 当社が当連結会計年度に実施

した店舗統廃合に伴い、退職

を希望した従業員に対して支

給した割増退職金 302 百万円

を「特別退職金」として特別

損失に計上しております。 
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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 

（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加９千株は、新株予約権（新株引受権を含む。）の権利行使による新

株の発行による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取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 

 

  (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当中間連結会計期間後となるもの 

 

 
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 （注）１ 
37,939 9   ― 37,949

自己株式 

 普通株式 （注）２  
15 0 ― 15

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24日 

定時株主総会 
普通株式    1,365        36.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

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６日 

取締役会 
普通株式  1,365 利益剰余金   36.00 平成18年９月30日 平成18年12月18日
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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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、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 

 

  (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当中間連結会計期間後となるもの 

 該当事項はありません。 

 
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  
37,949 ― ― 37,949

自己株式 

 普通株式 （注）  
15 1 ― 16

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５月10日 

取締役会 
普通株式    1,365        36.00 平成19年３月31日 平成19年６月12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 

（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加９千株は、新株予約権（新株引受権を含む。）の権利行使による新

株の発行による増加であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取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 

 

(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 

 
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 （注）１ 
37,939 9   ― 37,949

自己株式 

 普通株式 （注）２ 
15 0 ― 15

（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24日 

定時株主総会 
普通株式    1,365        36.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月６日 

取締役会 
普通株式    1,365        36.00 平成18年９月30日 平成18年12月18日

（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５月10日 

取締役会 
普通株式   1,365 利益剰余金   36.00 平成19年３月31日 平成19年６月12日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成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 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定と一致して

おります。 

59,683百万円 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定と一致して

おります。 

56,486百万円

※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 

現金及び預金勘定と一致して

おります。 

59,345百万円

 

 

 (有価証券関係) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 
区分 

（平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （平成 19 年３月 31 日） 

 
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)

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)

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)

株式 2,258 2,956 697 2,206 2,207 0 2,258 3,007 748

債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 2,258 2,956 697 2,206 2,207 0 2,258 3,007 748

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 
内容 

（平成 18 年９月 30 日） （平成 19 年９月 30 日） （平成 19 年３月 31 日） 

子会社及び 

関連会社株式 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
非連結子会社株式 60  60  60 

関連会社株式 486  491  482 

計 546  551  542 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

非上場株式 2,610  1,425  1,408 

投資事業組合への出資 18  12  12 

計 2,628  1,437  1,421 
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(セグメント情報) 

１ 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）及び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）並びに前連結会計年度（自 平成１８年４月１

日 至 平成１９年３月３１日） 

金融サービス事業の営業収益、営業利益の金額は、全セグメントの営業収益、営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも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。 

  

２ 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）及び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）並びに前連結会計年度（自 平成１８年４月１

日 至 平成１９年３月３１日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高 

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）及び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）並びに前連結会計年度（自 平成１８年４月１

日 至 平成１９年３月３１日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（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 5,480円04銭

１株当たり中間純損失 889円84銭

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中

間純損失であるため記載しており

ません。 

１株当たり純資産額 1,354円53銭

１株当たり中間純損失 2,590円79銭

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、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。 

１株当たり純資産額 3,992円66銭

１株当たり当期純損失 2,343円31銭

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、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 １株当たり純資産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末

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  236,783  79,646  179,373 

純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円） 
28,903 28,265 27,915 

（うち少数株主持分） （28,903） （28,265） （27,915） 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（百万円） 
207,880 51,380 151,457 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（千株） 

37,934 37,932 37,934 

（注）２ １株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

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(当期)純損失(△)   

中間(当期)純損失(△)(百万円) △33,752 △98,278 △88,886 

普通株主に帰属しない金額 

(百万円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純損失

(△)(百万円) 
△33,752 △98,278 △88,886 

普通株式の期中平均株式数(千株) 37,930 37,933 37,932 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益 
   

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

普通株式増加数（千株） 4 ― 2 

（うち新株引受権） （4） （―） （2） 

（うち新株予約権） （―） （―） （―）

（新株予約権方式によ

るストックオプショ

ン） 

（新株予約権方式によ

るストックオプショ

ン） 

（新株予約権方式によ

るストックオプショ

ン） 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 309,500株 227,500株 303,500株
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(重要な後発事象) 

朝日エンタープライズ株式会社との株式交換について 

プロミス株式会社（以下「プロミス」といいます。）の完全子会社である朝日エンタープライズ株式会

社（以下「朝日エンタープライズ」といいます。）と当社は、プロミスと当社との経営統合に関する契約

（平成 19 年 7 月 31 日付け）に基づき、プロミスと当社の両社が保有する経営資源を相互補完的に活用す

ることにより強固な事業基盤を確立し、相乗効果の創出と将来に向けた新たな成長の加速を図るために、

平成 19 年 10 月 15 日開催の取締役会において、朝日エンタープライズを完全親会社、当社を完全子会社と

する株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日株式交換契約（以下「本株

式交換契約」といいます。）を締結いたしました。 

平成 19 年 11 月 20 日開催の臨時株主総会で本株式交換契約の承認を得ることを条件に、当社は平成 19

年 12 月 26 日を株式交換効力発生日として朝日エンタープライズの完全子会社となる予定であります。 

 

(1)株式交換契約の概要 

①株式交換の内容 

当社及び朝日エンタープライズは、会社法第 767 条乃至第 769 条に定める方法により株式交換を行

ないます。 

なお、当社については、会社法第 784 条第 1項の規定に基づく略式株式交換の要件を充足しており

ますが、株式交換契約についての株主総会の承認が当社の発行する新株予約権の消却事由とされるた

め、新株予約権の消却のため、株式交換契約について株主総会の承認を得るものです。 

②株式交換日 

平成 19 年 12 月 26 日 

③株式交換に際して交付する金銭 

本株式交換の効力発生日の前日である平成 19 年 12 月 25 日の最終の当社の株主名簿（実質株主名

簿を含む。）に記載又は記録された朝日エンタープライズを除く当社の株主（実質株主を含む。）に

対し、その保有する当社株式 1株につき 3,623 円の金銭を交付します。 

④自己株式及び新株予約権の取扱い 

当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに、それまでに取得し保有する自己株式の全てを消却

します。 

また、当社は、当社が発行している新株予約権の全てを、無償で取得し、消却します。 

 

(2)朝日エンタープライズの概要 

代 表 者  杉木 俊文 

資 本 金  63 百万円 

住  所  東京都千代田区大手町一丁目 2番 4号 

①主な事業内容 

当社株式の取得及び保有 

②売上高及び当期純利益（平成 19 年 3月期・単体） 

売 上 高  583 百万円 

当期純利益  595 百万円 

③資産、負債、資本の状況（平成 19 年 3 月期・単体） 

資 産 合 計  7,785 百万円 

負 債 合 計  1,064 百万円 

純資産合計  6,720 百万円 

 

(3)その他の事項 

当社が本株式交換契約により平成 19 年 12 月 26 日をもって朝日エンタープライズの完全子会社になる

ことを受けて、当社株式は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の株券上場廃

止基準に従い、平成 19 年 11 月 21 日に整理ポストに割り当てられ、平成 19 年 12 月 19 日に上場廃止

（最終売買日は平成 19 年 12 月 18 日）となる予定です。 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５. 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 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

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   383,513 92.2 261,093 90.0 341,787 91.6

１ 現金及び預金   44,731 42,330 41,910 

２ 営業貸付金 
※1,2 

 5,6 
358,854 310,658 354,075 

３ たな卸資産   37 ― 31 

４ その他  30,417 16,946 17,962 

  貸倒引当金 ※８ △50,527 △108,841 △72,192 

Ⅱ 固定資産   32,488 7.8 28,861 10.0 31,432 8.4

１ 有形固定資産 ※３ 7,048 3,589 6,718 

(1) 土地  2,985 818 2,982 

(2) その他  4,062 2,770 3,735 

２ 無形固定資産   4,299 3,506 3,781 

３ 投資その他の資産   21,141 21,764 20,932 

(1) 投資有価証券  3,511 2,967 3,706 

(2) 関係会社株式  14,783 14,783 14,783 

(3) その他 ※５ 2,846 4,087 2,502 

  貸倒引当金   ― △74 △59 

資産合計   416,001 100.0 289,954 100.0 373,219 100.0
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

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   84,062 20.2 67,460 23.2 82,642 22.2

１ 短期借入金   8,500  5,400  7,500  
２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 41,120  42,192  42,972  

３ コマーシャル・ペー

パー 
 10,000 ― 7,000 

４ 一年以内償還予定の 

社債 
  12,000 6,000 14,000 

５ 未払法人税等   2,102 84 468 

６ 賞与引当金   614 450 585 

７ 債務保証損失引当金   3,662 5,343 4,001 

８ 事業再構築引当金  ― 2,315 ― 

９ その他   6,063  5,674  6,114 

Ⅱ 固定負債   142,200 34.2 189,282 65.3 156,833 42.0

１ 社債   26,000  45,000  23,000 

２ 長期借入金  86,753  74,440  81,072 

３ 退職給付引当金   490  281  467 

４ 役員退職慰労引当金   485  485  485 

５ 利息返還損失引当金  28,132  68,786  51,036 

６ その他  339 288 771 

負債合計   226,262 54.4 256,743 88.5 239,475 64.2
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度の 

要約貸借対照表 

  （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日）

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   189,199 45.5 32,970 11.4 133,084 35.6

１ 資本金   16,268 3.9 16,268 5.6 16,268 4.3

 ２ 資本剰余金  34,216 8.2 34,216 11.8 34,216 9.2

資本準備金   34,216 34,216  34,216 

３ 利益剰余金  138,788 33.4 △17,435 △6.0 82,674 22.1

（1）利益準備金   1,919 1,919 1,919 

（2）その他利益剰余金   136,868 △19,355 80,754 

別途積立金  170,240 170,240 170,240 

繰越利益剰余金  △33,371 △189,595 △89,485 

 ４ 自己株式   △73 △0.0 △79 △0.0 △73 △0.0

Ⅱ 評価・換算差額等   539 0.1 241 0.1 659 0.2

１ その他有価証券 

  評価差額金 
  539 0.1 241 0.1 659 0.2

純資産合計   189,739 45.6 33,211 11.5 133,744 35.8

負債純資産合計   416,001 100.0 289,954 100.0 373,219 100.0
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(2) 中間損益計算書 
  

  前中間会計期間 当中間会計期間 
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18年９月30日)

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日) 

(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   53,106 100.0 44,449 100.0 102,134 100.0

１ 営業貸付金利息   46,127 37,490 88,178 

２ 保証料収入   5,577 5,663 11,286 

３ その他の営業収益   1,400 1,294 2,670 

Ⅱ 営業費用   51,906 97.7 137,357 309.0 148,153 145.1

１ 金融費用   1,653 2,122 3,416 

２ その他の営業費用 ※１ 50,252 135,235 144,737 

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,199 2.3 △92,908 △209.0 △46,019 △45.1

Ⅲ 営業外収益 ※２ 647 1.2 711 1.6 979 1.0

Ⅳ 営業外費用  10 0.0 11 0.0 21 0.0

経常利益又は経常損失

（△） 
 1,837 3.5 △92,208 △207.4 △45,061 △44.1

Ⅴ 特別利益 ※３ ― ― 607 1.4 ― ―

Ⅵ 特別損失 
 ※4 

5,6 
30,048 56.6 7,105 16.0 30,504 29.9

税引前中間(当期)純損

失（△） 
 △28,211 △53.1 △98,706 △222.0 △75,566 △74.0

法人税、住民税及び事

業税 
 2,100 4.0 37 0.1 2,368 2.3

法人税等調整額  4,905 9.2 ― ― 12,030 11.8

中間(当期)純損失

（△） 
 △35,216 △66.3 △98,743 △222.1 △89,964 △88.1
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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  

  
資本  

剰余金 
利益剰余金  

 資本金 その他利益剰余金 

 

資本  

準備金 

利益  

準備金 別途  

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
16,244 34,191 1,919 156,240 17,210 175,369 △73 225,731

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 24 24   49

別途積立金の積立

(注）   14,000 △14,000 ―  ―

剰余金の配当（注）   △1,365 △1,365  △1,365

中間純損失   △35,216 △35,216  △35,216

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） 
    

中間会計期間中の変動額

合計（百万円） 
24 24 ― 14,000 △50,581 △36,581 △0 △36,532

平成 18 年９月 30 日残高

（百万円） 
16,268 34,216 1,919 170,240 △33,371 138,788 △73 189,199

 
 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金
純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
729 226,461 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行        49 

別途積立金の積立

（注） 
     ― 

剰余金の配当（注）     △1,365 

中間純損失  △35,216 

自己株式の取得  △0  

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△190 △190 

中間会計期間中の変動額

合計 （百万円） 
△190 △36,722 

平成 18 年９月 30 日残高

（百万円） 
539 189,739 

（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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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  

  
資本  

剰余金 
利益剰余金  

 資本金 その他利益剰余金 

 

資本  

準備金 

利益  

準備金 別途  

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） 
16,268 34,216 1,919 170,240 △89,485 82,674 △73 133,084

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △1,365 △1,365  △1,365

中間純損失   △98,743 △98,743  △98,743

自己株式の取得    △5 △5

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 
    

中間会計期間中の変動額

合計（百万円） 
― ― ― ― △100,109 △100,109 △5 △100,114

平成 19 年９月 30 日残高

（百万円） 
16,268 34,216 1,919 170,240 △189,595 △17,435 △79 32,970

 
 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金
純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） 
659 133,744 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △1,365 

中間純損失  △98,743 

自己株式の取得  △5  

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△417 △417 

中間会計期間中の変動額

合計 （百万円） 
△417 △100,532 

平成 19 年９月 30 日残高

（百万円） 
241 33,211 

（注）平成19年５月の取締役会決議における剰余金の配当であります。 
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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  

  
資本  

剰余金 
利益剰余金  

 資本金 その他利益剰余金 

 

資本  

準備金 

利益  

準備金 別途  

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
16,244 34,191 1,919 156,240 17,210 175,369 △73 225,731

事業年度中の変動額     

新株の発行 24 24   49

別途積立金の積立

(注）   14,000 △14,000 ―  ―

剰余金の配当（注）   △2,730 △2,730  △2,730

当期純損失   △89,964 △89,964  △89,964

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） 
    

事業年度中の変動額合計

（百万円） 
24 24 ― 14,000 △106,695 △92,695 △0 △92,647

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） 
16,268 34,216 1,919 170,240 △89,485 82,674 △73 133,084

 
 

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金
純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高

（百万円） 
729 226,461 

事業年度中の変動額  

新株の発行        49 

別途積立金の積立

(注） 
     ― 

剰余金の配当（注）     △2,730 

当期純損失  △89,964 

自己株式の取得  △0  

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額  

（純額） 

△70 △70 

事業年度中の変動額合計

（百万円） 
△70 △92,717 

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） 
659 133,744 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当で

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 

(1)固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

定率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       ７～50年 

構築物      10～20年 

機械及び装置     15年 

車両運搬具      ６年 

器具備品     ６～８年 

（会計方針の変更） 

当社は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。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

（追加情報） 

当社は法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額

の５％に到達した会計年度の翌会計年度より、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。 

また、今後、親会社との経営統合による合理化ならびに営業店舗の統廃合の加速が予測されること等

から、実態に合わせた償却方法への見直しを行った結果、平成19年４月１日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）については他の有形固定資産と同一の償却方法を採用することとし、平成19年３

月31日以前に取得した建物（建物付属設備を除く）についても備忘価格まで減価償却を行うことに変

更しました。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

(2)引当金の計上基準 

事業再構築引当金 

事業の再構築に伴い発生する店舗統廃合等の損失に備えるため、当中間会計期間末における損失発生見込

額を計上しております。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 個人向け無担保貸付金339,193

百万円を含んでおります。 

※１ 個人向け無担保貸付金293,452

百万円を含んでおります。 

※１ 個人向け無担保貸付金335,197

百万円を含んでおります。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 58,833百万円  

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 19,489百万円 

※２ 資産の流動化に伴いオフバラ

ンスとなった資産の額 

営業貸付金 36,345百万円 
※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,036百万円 

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

6,716百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計

額 

8,168百万円

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 133,259百万円 

債務保証損失

引当金 
3,662百万円 

差引保証債務 129,597百万円  

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 130,169百万円

債務保証損失

引当金 
5,343百万円

差引保証債務 124,826百万円 

 ４ 保証債務 

   保証業務に係る保証債務残高

保証残高 133,023百万円

債務保証損失

引当金 
4,001百万円

差引保証債務 129,021百万円 
※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金417,687

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金330,147

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

※５ 不良債権の状況 

   資産の流動化に伴うオフバラ

ンス前の営業貸付金390,420

百万円に対する不良債権の状

況を開示しております。 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 22 

延滞債権 8,399 

３ヵ月以上 

延滞債権 
11,423 

貸出条件 

緩和債権 
31,138 

合計 50,983  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 22 

延滞債権 2,588 

３ヵ月以上 

延滞債権 
12,061 

貸出条件 

緩和債権 
19,478 

合計 34,150  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 22 

延滞債権 14,333 

３ヵ月以上 

延滞債権 
11,398 

貸出条件 

緩和債権 
31,564 

合計 57,318  

(注)１ 破綻先債権とは、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

の取り立て又は弁済の見込

みがないものとして、未収

利息を計上しなかった貸付

金(以下、「未収利息不計

上貸付金」)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。 

(注)１    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１    同左  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 延滞債権とは、未収利息不

計上貸付金のうち、破綻先

債権に該当しないものであ

ります。 

２    同左 ２    同左 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

３ ３ヵ月以上延滞債権とは、

元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３ヵ月

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。 

３    同左    ３    同左 

４ 貸出条件緩和債権とは、当

該債権の回収を促進するこ

となどを目的に、利息の支

払猶予等、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ヵ月以上延滞債権に

該当しないものでありま

す。 

４    同左    ４    同左 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。同契約は一定の利

用限度枠を決めておき、契約

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

資を行う契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、当中間会計期間末におい

て147,203百万円(当中間会計

期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高107,362百万円

を含む)であります。 

なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社の将来のキャ

ッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。ま

た、同契約には、顧客の信用

状況の変化、その他相当の事

由があるときは、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。同契約は一定の利

用限度枠を決めておき、契約

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

資を行う契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、当中間会計期間末におい

て139,320百万円(当中間会計

期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高107,682百万円

を含む)であります。 

なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社の将来のキャ

ッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。ま

た、同契約には、顧客の信用

状況の変化、その他相当の事

由があるときは、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 

※６ 営業貸付金の貸出コミットメ

ントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主

としてリボルビング方式によ

る契約(極度借入基本契約)で

あります。同契約は一定の利

用限度枠を決めておき、契約

上規定された条項に違反がな

い限り、その範囲で繰返し融

資を行う契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高

は、当事業年度末において

143,687百万円(当事業年度末

に残高のない顧客の融資未実

行残高108,031百万円を含む)

であります。 

なお、同契約は融資実行され

ずに終了するものもあるた

め、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当社の将来のキャ

ッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。ま

た、同契約には、顧客の信用

状況の変化、その他相当の事

由があるときは、利用限度枠

の範囲内であっても、当社が

融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条

項がつけられており、そのた

めに契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じておりま

す。 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

７ 当社は、当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結

しております。これらの契約

に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額 

5,500百万円 

借入実行残高 3,500百万円 

差引額 2,000百万円  

７ 当社は、当座貸越契約を締結

しております。この契約に基

づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度

額 
3,500百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 500百万円 

７ 当社は、当座貸越契約を締結

しております。この契約に基

づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度

額 
5,500百万円

借入実行残高 3,500百万円

差引額 2,000百万円 

※８ 貸倒引当金のうち23,221百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 

※８ 貸倒引当金のうち70,101百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 

※８ 貸倒引当金のうち44,571百万

円は営業貸付金に優先的に充

当されると見込まれる利息返

還見積額であります。 
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(中間損益計算書関係) 

 

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) 

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 364百万円 

無形固定資産 810百万円  

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 284百万円

無形固定資産 717百万円 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 732百万円

無形固定資産 1,656百万円 
※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円 

受取配当金 589百万円  

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 8百万円

受取配当金 546百万円 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 0百万円

受取配当金 839百万円 
※３      ― 

 

※３ 特別利益の主要項目 

土地売却益 407百万円 

※３      ― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 88百万円 

利息返還関連費

用 
29,960百万円 

  (注)｢利息返還関連費用」の内訳 

利息返還損失引

当金繰入額 
20,800百万円 

貸倒引当金繰入

額 
9,159百万円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

建物売却損 125百万円

土地売却損 911百万円

特別退職金 3,212百万円

事業再構築引当

金繰入額 
2,315百万円

  

※４ 特別損失の主要項目 

利息返還関連費

用 
29,960百万円

  (注)｢利息返還関連費用」の内訳

利息返還損失引

当金繰入額 
20,800百万円

貸倒引当金繰入

額 
9,159百万円

特別退職金 302百万円 

※５      ― ※５ 当中間会計期間において大量

の退職者が生じましたので、

「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理（企業会計基

準適用指針第１号）」に基づ

き、退職給付制度の一部終了

に準じた会計処理を行ってお

ります。これに伴う退職給付

制度の一部終了損失601百万

円、特別加算金2,468百万円

及び再就職支援費用141百万

円を特別損失（特別退職金）

に計上しております。 

※５ 当事業年度に実施した店舗統

廃合に伴い、退職を希望した

従業員に対して支給した割増

退職金 302 百万円を｢特別退

職金｣として特別損失に計上

しております。 

※６      ― ※６ 減損損失 

当社は、当中間会計期間にお

いて次のとおり減損損失を計

上しております。 

(1) 減損損失を認識した資産   

用途 種類 

遊休資産 電話加入権 

(2)資産をグルーピングした方法 

当社は、管理会計上の区分

（事業）を基礎としてグルー

ピングを行っております。但

し、消費者金融事業について

は管理会計上の区分である一

定の地域等を基礎とした地区

をグルーピングの最小単位と

しております。 

※６ 減損損失 

当社は、当事業年度において

次のとおり減損損失を計上し

ております。 

(1)減損損失を認識した資産  

場所 用途 種類

福岡県 遊休資産 土地

  (2)資産をグルーピングした方法

当社は、管理会計上の区分

（事業）を基礎としてグルー

ピングを行っております。但

し、消費者金融事業について

は管理会計上の区分である一

定の地域等を基礎とした地

区、賃貸用不動産については

各資産をグルーピングの最小

単位としております。   
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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） 15 0 ― 15 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取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） 15 1 ― 16 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、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） 15 0 ― 15 

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

 

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) 

  (3)減損損失の認識に至った経緯

遊休資産の一部において、時

価の著しい下落が確認された

ため減損損失を認識しており

ます。 

(4)減損損失の金額 

電話加入権 23百万円

(5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、路線価

等に基づいて評価しておりま

す。    

(3)減損損失の認識に至った経緯 

遊休不動産の一部において、

時価の著しい下落が確認され

たため減損損失を認識してお

ります。 

(4)減損損失の金額 

土地 3百万円

(5)回収可能価額の算定方法  

同左    
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 29,594 19,562

合計 10,031 29,594 19,562

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式で時価のあるもの 

 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 13,421 3,390

合計 10,031 13,421 3,390

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるもの 

  

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

子会社株式 10,031 20,229 10,198

合計 10,031 20,229 10,198

(注) 時価(時価相当額を含む)の算定方法 

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 
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（重要な後発事象） 

朝日エンタープライズ株式会社との株式交換について 

プロミス株式会社（以下「プロミス」といいます。）の完全子会社である朝日エンタープライズ株式会

社（以下「朝日エンタープライズ」といいます。）と当社は、プロミスと当社との経営統合に関する契約

（平成 19 年 7 月 31 日付け）に基づき、プロミスと当社の両社が保有する経営資源を相互補完的に活用す

ることにより強固な事業基盤を確立し、相乗効果の創出と将来に向けた新たな成長の加速を図るために、

平成 19 年 10 月 15 日開催の取締役会において、朝日エンタープライズを完全親会社、当社を完全子会社と

する株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、同日株式交換契約（以下「本株

式交換契約」といいます。）を締結いたしました。 

平成 19 年 11 月 20 日開催の臨時株主総会で本株式交換契約の承認を得ることを条件に、当社は平成 19

年 12 月 26 日を株式交換効力発生日として朝日エンタープライズの完全子会社となる予定であります。 

 

(1)株式交換契約の概要 

①株式交換の内容 

当社及び朝日エンタープライズは、会社法第 767 条乃至第 769 条に定める方法により株式交換を行

ないます。 

なお、当社については、会社法第 784 条第 1項の規定に基づく略式株式交換の要件を充足しており

ますが、株式交換契約についての株主総会の承認が当社の発行する新株予約権の消却事由とされるた

め、新株予約権の消却のため、株式交換契約について株主総会の承認を得るものです。 

②株式交換日 

平成 19 年 12 月 26 日 

③株式交換に際して交付する金銭 

本株式交換の効力発生日の前日である平成 19 年 12 月 25 日の最終の当社の株主名簿（実質株主名

簿を含む。）に記載又は記録された朝日エンタープライズを除く当社の株主（実質株主を含む。）に

対し、その保有する当社株式 1株につき 3,623 円の金銭を交付します。 

④自己株式及び新株予約権の取扱い 

当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに、それまでに取得し保有する自己株式の全てを消却

します。 

また、当社は、当社が発行している新株予約権の全てを、無償で取得し、消却します。 

 

(2)朝日エンタープライズの概要 

代 表 者  杉木 俊文 

資 本 金  63 百万円 

住  所  東京都千代田区大手町一丁目 2番 4号 

①主な事業内容 

当社株式の取得及び保有 

②売上高及び当期純利益（平成 19 年 3月期・単体） 

売 上 高  583 百万円 

当期純利益  595 百万円 

③資産、負債、資本の状況（平成 19 年 3 月期・単体） 

資 産 合 計  7,785 百万円 

負 債 合 計  1,064 百万円 

純資産合計  6,720 百万円 

 

(3)その他の事項 

当社が本株式交換契約により平成 19 年 12 月 26 日をもって朝日エンタープライズの完全子会社になる

ことを受けて、当社株式は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の株券上場廃

止基準に従い、平成 19 年 11 月 21 日に整理ポストに割り当てられ、平成 19 年 12 月 19 日に上場廃止

（最終売買日は平成 19 年 12 月 18 日）となる予定です。 
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６．その他 

営業実績 

① 営業収益の内訳 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)区分 

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

(％) 

無担保ローン 61,835 79.4 53,759 76.7 119,885 79.0

有担保ローン 1,288 1.6 1,097 1.6 2,521 1.7

無担保有保証ローン 148 0.2 85 0.1 261 0.2
営業貸付金利息 

小計 63,272 81.2 54,942 78.4 122,668 80.9

割賦購入あっせん 

収益 

 
2,611 3.3 3,199 4.6 5,533 3.7

買取債権回収高  3,782 4.9 3,590 5.1 7,003 4.6

保証料収入  5,851 7.5 6,071 8.7 11,904 7.8

償却債権回収額 1,306 1.7 1,215 1.7 2,440 1.6

その他 1,093 1.4 1,039 1.5 2,156 1.4その他の営業収益 

小計 2,400 3.1 2,254 3.2 4,596 3.0

合計 77,917 100.0 70,059 100.0 151,706 100.0
 

② その他の指標 

前中間連結会計期間末当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成18年9月30日) (平成19年9月30日) (平成19年3月31日) 区分 

連結 個別 連結 個別 連結 個別 

営業貸付金残高(百万円) (注) 563,772 417,687 478,801 330,147 540,283 390,420

無担保ローン 544,110 398,026 461,596 312,942 521,405 371,542

有担保ローン 17,123 17,123 15,593 15,593 16,770 16,770

無担保有保証ローン 2,538 2,538 1,612 1,612 2,106 2,106

口座数(件) 1,093,754 734,838 956,323 620,160 1,038,094 695,606

無担保ローン 1,088,250 729,334 951,547 615,384 1,032,905 690,417

有担保ローン 3,452 3,452 3,274 3,274 3,435 3,435

無担保有保証ローン 2,052 2,052 1,502 1,502 1,754 1,754

保証残高(百万円) 148,182 133,259 150,808 130,169 150,493 133,023

店舗数(店) 960 923 816 779 950 913

有人店舗 163 126 93 56 132 95

無人店舗 797 797 723 723 818 818

自動契約機設置台数(台) 918 918 777 777 909 909

従業員数(人) 2,084 1,465 1,698 1,054 1,981 1,362

貸倒償却額(百万円) 20,930 17,347 61,992 57,843 50,917 43,288

貸倒引当金残高(百万円) 58,570 50,527 123,745 108,915 85,175 72,252

利息返還金(百万円) 4,830 4,546 7,438 6,958 12,060 11,314

利息返還損失引当金残高(百万円) 28,699 28,132 70,946 68,786 52,732 51,036

（注）資産流動化によりオフバランスとなった営業貸付金（前中間連結会計期間末「連結」67,165円「個別」

58,833円、当中間連結会計期間末「連結」21,739百万円「個別」19,489百万円、前連結会計年度末「連

結」40,912百万円「個別」36,345百万円）を含めて記載しております。 


