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１．平成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）

（注）当社は、平成19年９月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月中間期及び平成19年３月期

の数値並びに対前年中間期増減率については記載しておりません。

(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 8,518 － △6,007 － △6,012 － △5,642 －

18年９月中間期 － － － － － － － －

19年３月期 － － － － － － － －

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 △51 34 － －

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

（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 148,085 54,829 37.0 498 95

18年９月中間期 － － － － －

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年９月中間期 54,829百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －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 5,649 △362 △11,330 12,227

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

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 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －
0 00

20年３月期（予想） － 0 00

３．平成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 14,500 － △14,000 － △14,000 － △14,100 － △128 31
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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）　有

新規 1社 （社名　株式会社エムキャット） 除外 －社  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、16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 114,107,446株 18年９月中間期 114,107,446株 19年３月期 114,107,446株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 4,217,393株 18年９月中間期 4,216,540株 19年３月期 4,216,896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、27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．平成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 8,517 △38.6 △5,968 － △5,973 － △5,603 －

18年９月中間期 13,876 32.0 1,051 △60.5 628 △81.0 △14,290 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △50 99

18年９月中間期 △130 04

19年３月期 △218 20

(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 148,118 54,867 37.0 499 30

18年９月中間期 205,292 70,181 34.2 638 65

19年３月期 176,568 60,493 34.3 550 49

（参考）自己資本 19年９月中間期 54,867百万円 18年９月中間期 70,181百万円 19年３月期 60,493百万円

２．平成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 14,500 44.8 △14,000 － △14,000 － △14,100 － △128 31

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

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

 ①　当期の経営成績

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資の増加等に支えられ、底堅さを維持いたしましたが、中小企業

においては、依然倒産の増加基調が続いております。

 当業界の事業環境は、出資法の上限金利の引下げ及び利息返還請求により大きな打撃を受けて、極めて厳しいものと

なっております。また、中小企業倒産の増加基調の背景には、貸金業規制法の改正を受けての信用収縮によることも、

その一因があるのではと危惧されております。

 このような状況下、当連結グループでは、一層の経営効率化に注力し、主力となる金融事業では、上限金利引下げに

対応した収益モデルを構築するために、貸出金の与信基準を厳格化するとともに、新貸付金利に対応できる貸倒リスク

の低い市場選別を図ってまいりました。また、設立後間もない新事業である賃貸保証業務は、賃貸保証に限らず不動産

投資も行い、裾野を広げております。

 以上のような諸施策を実施した結果、連結営業収益は8,518百万円、連結営業損失は6,007百万円、連結経常損失は

6,012百万円となり、連結中間純損失は、当社発行の「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」について

2,000百万円を一部消却したことによる消却益400百万円の特別利益への計上等により、5,642百万円となりました。

 

 事業別の業績は、次のとおりであります。

 １）商業手形の割引及び貸付に係る事業（既存事業：株式会社ロプロ（当社））

　当該事業では、上限金利引下げに対応した新しい与信基準に伴う貸出債権の入れ替えの過程のなかで、当中間期

の貸出金残高は117,733百万円(前期末比18,142百万円減)となりました。その内訳については、商業手形が25,293百

万円（前期末比6,697百万円減)、営業貸付金が92,440百万円（前期末比11,444百万円減)であります。

 この結果、受取割引料は1,197百万円（前年同期比208百万円減）、受取利息は6,818百万円（前年同期比5,167百

万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費は12,581百万円（前年同期比1,854百万円増）となりました。

人件費・物件費については、経営効率化推進により前年同期比1,256百万円の減少となりましたが、貸倒費用につい

ては、予想どおりとはいえ、不良債権の発生、利息返還請求が高水準であったことから、前年同期比3,110百万円の

増加となりました。

 従いまして、当社の当中間期の経営成績は、営業収益8,517百万円（前年同期比5,358百万円減）、営業損失5,968

百万円（前年同期比7,019百万円減）となりました。

 ２）賃貸保証業務に係る事業（新規事業：株式会社エムキャット）

 当該事業においては、設立後間もないことから当中間期の営業収益は１百万円にとどまりましたが、本年9月に

330百万円の不動産投資を行うなど、不動産投資事業にも着手しております。

 

②　通期の見通し

 当業界の事業環境は、新貸金業法への対応が本格化する中、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。

 このような状況下、当連結グループは、更なる経営効率化を推進するために、10月に、9月末現在13ヵ所あるコールセ

ンターを2ヵ所（関東区域、関西区域）に統合し、さらに平成19年12月末までには、現在66の店舗を46店舗に統合(11月

19日に別途開示)していく予定であります。加えて、希望退職者の募集（11月19日に別途開示）を実施することにより、

来期以降の損益に大きく寄与するものであります。

 なお、当期の連結業績予想につきましては、コスト構造の変革に伴う希望退職者の募集等による特別損失への影響を

当該応募者数が確定した段階で見直しを行う予定であり、現時点では未定でありますが、当中間期の業績は概ね予想通

り推移しており、特別利益として「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の一部消却による消却益400百

万円を計上していることも鑑み、平成19年8月1日の「平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況」開示での連結業績予

想への影響は軽微であると思われます。

 

(2）財政状態に関する分析

① 資産・負債・純資産の状況

１）資産の部

 当中間連結会計期間末の資産合計は148,085百万円となり、単体前期末に比べ28,482百万円減少しました。

 資産減少の主な要因は、貸出債権の入れ替えの過程のなかで、単体前期末に比べ、貸出金が17,812百万円減少したこ

と、有利子負債の返済に伴い、現金及び預金が6,043百万円減少したこと、ならびに預け金が2,416百万円減少したこと

によるものであります。

２）負債の部

 当中間連結会計期間末の負債合計は93,256百万円となり、単体前期末に比べ22,818百万円減少しました。
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 負債減少の主な要因は、単体前期末に比べ、貸出金の減少に伴い借入金が18,480百万円、前受収益が693百万円減少し

たこと、ならびに過払利息返還処理促進により係争関係損失引当金が858百万円減少したことや、「2011年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債」について一部消却2,000百万円を行ったことによるものであります。

３）純資産の部

 当中間連結会計期間末の純資産合計は54,829百万円となり、単体前期末に比べて5,664百万円減少しました。純資産の

減少の主な要因は、中間純損失5,642百万円の計上によるものであります。

 

 ② キャッシュ・フローの状況

 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、12,227百万円となり、単体前期末比で6,043百万円減少いたしました。

 １）営業活動によるキャッシュ・フロー

 営業活動の結果増加した資金は5,649百万円となりました。この主な要因は、与信基準の厳格化による商業手形及

び営業貸付金の減少が、債権流動化による借入金の減少や税金等調整前中間純損失の減少要因を上回ったことによる

ものです。

 ２）投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動の結果減少した資金は362百万円となりました。この主な要因は、ローコストオペレーションを実現する

ための基幹システム再構築に係るソフトウェアの開発によるものであります。

 ３）財務活動によるキャッシュ・フロー

 財務活動の結果減少した資金は11,330百万円となりました。これは、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約

権付社債」の一部消却を行ったことや貸出金の減少に伴う借入金の返済によるものであります。

 

 なお、前期は企業集団としてロプロ1社であったため前期末との比較は単体との比較としています。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

きましては、安定配当を基本としておりますが、当期につきましては、損失計上を見込んでおりますので、誠に遺憾

ながら、中間及び期末配当金とも無配とさせていただきたく存じます。

 

(4）事業等のリスク

 当連結グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 なお、文中に

おける将来に関する事項は、決算発表日（平成19年11月19日）現在において当連結グループが判断したものでありま

す。

 ①　法律改正・規制変更に伴うリスク

 当連結グループは、現時点において適用される法律、規制等に従って業務を行っております。将来における法

律・規則・会計制度・税制等の変更によっては、当連結グループの業務や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ②　貸金業規制法の業務規制に係るリスク

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

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

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

ンスの徹底及び内部管理体制の強化に努めておりますが、違反が発生した場合には、行政処分又は罰則の適用によ

り、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ③　貸付金利の規制等に係るリスク

 貸付金利につきましては、出資法により年29.2％に規制されております。当連結グループは、出資法上の上限金

利以下の金利を上限として貸付を行っておりますが、平成18年12月に貸金業規制法等が改正され、全面施行まで公

布より概ね3年間の移行期間が設けられているものの、現行の29.2％の上限金利が20％～15％に引き下げられるこ

とから、市場の大幅な信用収縮やクレジットコストの増加が懸念され、当連結グループの事業及び業績に大きく影

響を及ぼす可能性があります。

 ④　利息返還損失増加に係るリスク

 当連結グループの貸付金利は、利息制限法に定められた制限利率を超過する部分があります。この制限超過利息

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

であっても、一定の要件を充たした場合には、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と規定されており、制限超過

利息の返還は生じませんが、同条の規定については最高裁判所の判決により厳格な運用が求められており、同条の

適用が否定される場合があることから、この制限超過部分の返還に係る訴訟等が増加し、業績に影響を及ぼす可能

性があります。
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 ⑤　貸付債権に係るリスク

 当連結グループは、厳格に信用リスク管理を行っておりますが、市場の景気後退等による顧客の経営状況の悪化

から、不良債権が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑥　資金調達及び資金調達費用に係るリスク

 当連結グループは、銀行からの借入金による資金調達を中心に、債権の流動化、社債の発行、シンジケーション

などの方法により調達先・調達方法の多様化を図っております。また、金利変動リスクに備え、金利スワップ等を

活用し市場金利の上昇に対するヘッジを行っております。しかしながら、資金調達については、一定の財務制限条

項又は早期償還事由が付されている場合があり、当該事由に抵触した場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可

能性があります。また、当連結グループの信用力の低下等により貸付資金の調達が困難となった場合、又は市場金

利の上昇により、資金調達費用が増加した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦　顧客情報の漏洩に係るリスク

 当連結グループは、顧客情報及び個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護法その他関係法令に基づく措置

として、端末セキュリティーの強化、委託先や従業者の監督等、適切な安全管理措置を講じておりますが、外部

ネットワークからの不正アクセス、盗難等の犯罪やハードウェア又はソフトウェアの欠陥、さらには従業者の過誤

等により、顧客情報が外部に流出し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑧　競争激化に係るリスク

 当連結グループは、中小企業向け融資業務については、対象とする顧客先についてのリスク判断や不良債権の回

収などのノウハウが必要であり、他業態からの参入は少なからず困難を伴うものと考えておりますが、新規参入に

より競争が激化し、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、貸付に係る上限金利の引下げは、事業者金融市

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

 ⑨　情報システム・情報ネットワークシステムに係るリスク

 当連結グループは、経営効率化及びローコストオペレーションを実現するために基幹システムの再構築及び社内

インフラの整備を進めている結果、コンピュータシステム及びそのネットワークに当社事業を構成する種々の情報

の管理を依存しております。そのため、セキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の構築など各種

システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、人為的過誤、自然災害、停

電、コンピュータウイルス及びこれに類する事象による損害若しくは中断又は通信事業者等の第三者からのサポー

トサービスの中断等により、当連結グループに直接損害が生じるほか、当連結グループの提供するサービスに対す

る信頼性の低下を招くなどの影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 （１）当連結グループの事業目的は金融業および賃貸保証ならびにその周辺業務であります。

 （２）中間連結財務諸表提出会社（以下当社という。）の連結子会社は、㈱エムキャットの1社であります。

（３）各社の主要な業務は次のとおりであります。

 ①　当社は、事業者向けの事業資金の貸付け（手形貸付および証書貸付）、商業手形の割引および不動産の賃貸業

務を行っております。

 ②　連結子会社である㈱エムキャットは、賃貸保証業務を行っております。

 

 これらの関係を図示しますと次のとおりであります。

 

資金の貸付（手形貸付・証書貸付） 

手形の割引（商業手形割引）  

借入・割引申込み  

入居申込み 

サービス申込み  
保証委託契約 

賃料保証 

（代位弁済）  

保証料  

賃貸保証契約  

賃貸借契約  

不動産管理業務委託  

 

不動産管理会社 

 
顧客 

（中小企業） 

 
当社 

㈱ロプロ 

 
入居者 

契約者 

 
（連結子会社） 

㈱エムキャット 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社は、昭和45年設立以来、銀行の融資活動を補完する中小企業融資を専門とする金融機関として、「相互協力の

精神」のもと日本経済の礎である中小企業に安定した資金の提供を行ってまいりました。また、さらなる成長を期し

て平成14年11月に社名変更し、「お客様の末永い繁栄」を経営理念に事業を展開しております。今後も、この理念に

変わりなく、多様なニーズに対応した商品、サービスの開発、与信管理の強化を実現し、経営効率の向上、経営資源

の最適配分を図ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

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

視しております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

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

業規制法が改正され、平成19年7月には、過払い発生時点から年5%の利息返還義務を認める最高裁の判決が示されるな

ど、新たな司法判断、法規制、法解釈によるところの事業環境の不透明さが一層増したものとなりました。

 当連結グループは、このような状況に的確に対応し、コンプライアンスの一層の徹底を図りながら収益力の強化と事

業者金融会社としての社会的責任の遂行によって、企業価値の向上に取り組んでまいります。主力となる金融事業にお

きましては、経営の効率化を推進する一方、上限金利引下げに対応した貸出資産の構築、財務基盤の安定等による収益

構造の変革、与信基準の厳格化、組織再編によるリスクコントロールの強化、コスト構造の変革を通じて、信頼される

企業を目指してまいります。

 当連結グループは、長期的・持続的成長を目指して、次のとおり対処してまいります。

 

 ① 収益構造の変革

 ア）上限金利引下げに対応した貸出資産の構築

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

貸付金利に対応できる貸倒リスクの低い貸出債権の選別を図ってまいります。

 イ）商品戦略

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

 b.「手形貸付」・「証書貸付」においては、小口貸付によるリスク分散を基本方針とし、債権の良質化を図り、既

存債権のうち新与信基準に満たない債権については、積極的に債権回収を図ってまいります。

 ウ）新事業の育成・開発

 平成19年6月1日に賃貸保証を主力業務とする全額出資子会社株式会社エムキャットを設立いたしました。賃貸保

証は、新しい事業でありますが、当社の営業基盤・事務処理能力・インフラを有効活用できる分野であり、収益増

加に注力してまいります。また、現在、動産・不動産関連に関する融資および融資斡旋ならびにリース先紹介など

の事業を検討しております。

 エ) 資金調達力の強化

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

ております。

 ② 与信基準の厳格化

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

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

に見合ったプライシングの運用に注力しております。

 ③ コスト構造の変革

 経営効率の向上及び変化対応力の一層の強化のために、更なるローコストオペレーションを実現するための社内イ

ンフラを整備するとともに、店舗の統廃合及び人的資源の効率化を図ってまいります。

 ア）店舗統廃合と支店スリム化

 店舗統廃合を実施し、併せて文書の電子化を行うことで店舗経費を抑制いたします。

 イ）本社事務集中化

 支店及び本社複数部署にまたがっておりました既存顧客の管理業務を「本社事務センター」に集約し、業務効率

化を図っております。

 ウ）人的資源の効率化

 希望退職者の募集を行い、今後の事業規模に見合った人員の適正配分・効率化を図ってまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１　現金及び預金
※2  
　

 12,227  

２　預け金 ※2.3  18,484  

３　受取手形 ※4   2,746  

４　商業手形
※2.3
6.7

 25,293  

５　営業貸付金
※2.3
5.6

 92,770  

６　その他   1,050  

７　貸倒引当金   △24,605  

流動資産合計   127,967 86.4

Ⅱ　固定資産     

１　有形固定資産     

(1)　建物及び構築物 ※1.2 11,057   

(2)　土地 ※2  7,108   

(3)　その他 ※1  1 18,167  

２　無形固定資産   256  

３　投資その他の資産   1,687  

固定資産合計   20,111 13.6

Ⅲ　繰延資産     

１　新株発行費   7  

繰延資産合計   7 0.0

資産合計   148,085 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１　短期借入金 ※2.3  45,557  

２　一年以内に返済予
定の長期借入金

※2    14,091  

３　一年以内に償還予
定の新株予約権付
社債

  1,557  

４　未払法人税等   147  

５　賞与引当金   106  

６　係争関係損失引当
金

  6,009  

７　その他   2,994  

流動負債合計   70,463 47.6

Ⅱ　固定負債     

１　転換社債   408  

２　新株予約権付社債   9,500  

３　長期借入金 ※2    2,847  

４　係争関係損失引当
金

  9,601  

５　その他   436  

固定負債合計   22,793 15.4

負債合計   93,256 63.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１　資本金   59,609 40.2

２　資本剰余金   10,938 7.4

３　利益剰余金   △5,642 △3.8

４　自己株式   △3,130 △2.1

株主資本合計   61,775 41.7

Ⅱ　評価・換算差額等     

１　その他有価証券評
価差額金

  7 0.0

２　土地再評価差額金   △6,953 △4.7

評価・換算差額等合
計

  △6,946 △4.7

純資産合計   54,829 37.0

負債純資産合計   148,085 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益     

１　受取割引料  1,197   

２　受取利息  6,818   

３　銀行預金利息  5   

４　受入手数料  65   

５　不動産賃貸収入  430 8,518 100.0

Ⅱ　営業費用     

１　金融費用 ※1   1,357   

２　支払手数料  208   

３　不動産賃貸原価  338 1,905 22.4

営業総利益   6,613 77.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※2    12,620 148.1

営業損失   6,007 △70.5

Ⅳ　営業外収益     

１　受取配当金  1   

２  有価証券利息  2   

３  団体生命保険返戻
金

 10   

４　雑収入  6 20 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１　支払利息  3   

２　新株発行費償却  7   

３　投資事業組合損失  5   

４　雑損失  7 24 0.3

経常損失   6,012 △70.6

Ⅵ　特別利益     

１　固定資産売却益  2   

２　投資有価証券売却
益

 0   

３　新株予約権付社債
消却益

 400 402 4.7

Ⅶ　特別損失     

１　固定資産処分損 ※3   1 1 0.0

税金等調整前中間
純損失

  5,610 △65.9

法人税、住民税及
び事業税  31 31 0.3

中間純損失   5,642 △66.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

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）

59,609 45,026 △34,088 △3,130 67,417

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（△）
 (百万円)

  △5,642  △5,642

資本剰余金の取崩　(百万円)
（注）

 △34,088 34,088  －

自己株式の取得　(百万円)    △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）
 (百万円)

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円） － △34,088 28,446 △0 △5,642

平成19年9月30日　残高
（百万円）

59,609 10,938 △5,642 △3,130 61,775

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日　残高
（百万円）

29 △6,953 △6,923 60,493

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失（△）
 (百万円)

   △5,642

資本剰余金の取崩　(百万円)
（注）

   －

自己株式の取得　(百万円)    △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）
 (百万円)

△22  △22 △22

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△22 － △22 △5,664

平成19年9月30日　残高
（百万円）

7 △6,953 △6,946 54,829

 （注）平成19年６月開催の定時株主総会における剰余金の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

  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純
損失

 △5,610

減価償却費及び償却
費

 426

貸倒引当金の増加額  873

賞与引当金の減少額  △17

係争関係損失引当金
の減少額

 △858

受取配当金  △1

支払利息  3

新株発行費償却  7

固定資産売却益  △2

投資有価証券売却益  △0

新株予約権付社債消
却益

 △400

有形固定資産売却損  1

預け金の減少額  2,416

受取手形の減少額  1,086

商業手形の減少額  6,697

営業貸付金の減少額  11,114

その他の流動資産の
減少額

 59

商業手形流動化によ
る借入金の減少額

 △5,243

手形債権流動化によ
る借入金の減少額

 △2,500

証書貸付債権流動化
による借入金の減少
額

 △1,507

その他  △832

小計  5,714

配当金の受取額  1

利息の支払額  △3

法人税等の支払額  △62

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,649
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有形固定資産の取得
による支出

 △37

有形固定資産の売却
による収入

 31

無形固定資産の取得
による支出

 △349

投資有価証券の取得
による支出

 △10

投資有価証券の売却
による収入

 0

その他  3

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △362

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の増減  △1,771

長期借入金の返済に
よる支出

 △7,458

社債の償還による支
出

 △500

新株予約権付社債の
買入消却による支出

 △1,600

自己株式の増減  △0

配当金の支払額  △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △11,330

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

 △6,043

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 18,270

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

※1  
 

12,227
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

 当社連結グループは、前事業年度（企

業集団：当社のみ）に23,978百万円の

当期純損失を計上し、当中間連結会計

期間においても不良債権の発生と利息

返還請求が高水準であったことから、

5,642百万円の中間純損失を計上いたし

ました。また、純資産の減少等により、

シンジケートローン契約(平成19年9月

30日現在借入金残高4,408百万円)の財

務制限条項に抵触することとなりまし

た。これらの状況により、当社は継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象の存在に該当しています。

　当社連結グループは、出資法の上限

金利の引下げ及び利息返還請求という

厳しい状況下にあって、当該状況を解

消すべく次のとおりに対処してまいり

ます。

 １． 収益構造の変革

 上限金利引下げに対応した収益モデル

を構築するために、貸出金の継続時の

与信基準を厳格化するとともに、新貸

付金利に対応できる貸倒リスクの低い

債権の入れ替えを図っております。ま

た、長期的な視点にたって、賃貸保証

を主力業務とする全額出資子会社株式

会社エムキャットの設立を始めとする

新事業の開発に努め、将来の収益確保

の礎を築いてまいります。

 ２．コスト構造の変革

 このような厳しい経営環境下、利益確

保のために様々な経費削減策を行って

まいります。①店舗の統廃合を実施し

本社へ事務集中化することにより業務

の効率を改善し、併せて本社関連経費

と店舗関連経費を大幅に削減いたしま

す。また、②今後の経営体制における

事業規模に見合った適正な人員構成と

するため、当社は希望退職者の募集を

行います。更に、③本年6月から既に役

員報酬のカットを実施しております。

 これらにより、貸出金残高の増加に依

存することなく、確実に利益を追求で

きる体質へ転換を図ってまいります。

 ３．資金繰りの見通し

 シンジケート団とは、前事業年度にも

財務制限条項に抵触しましたが、その

事実をふまえた上で、現在従来の契約

と変わりなく継続的な取引を維持して

頂いております。今後においても、従
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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）

来と変わらない継続的な取引をお願い

しております。また、キャッシュ面に

おいて、平成19年9月末現在の現金及び

預金残高は12,227百万円であり十分な

運転資金を確保していることや、過渡

期である貸出債権入れ替えの過程のな

かでの回収増加が、有利子負債の返済

を補えるものと存じます。更に、今後

の新たな事業展開のための資金調達に

ついても検討ならびに要請を図ってま

いりますので、事業の継続性及び資金

繰りに問題はないものと考えておりま

す。

 従って、中間連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映しておりません。
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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

 
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　連結の範囲に関する事項 連結子会社　　　　　　　1 社

当社の連結子会社は株式会社エム

キャットの1社であります。

（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

該当事項はありません。

３　連結子会社の中間決算日

等に関する事項

連結子会社の中間決算日と中間連結

決算日は一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

　　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法
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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）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。ただ

し、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

 また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、

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。

　これによる営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失

に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

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。

　これによる営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失

に与える影響は軽微であります。

 ②　無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目

的）については、社内における

利用可能期間（5年）に基づく

定額法によっております。
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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）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

なお、破綻先債権等のうち、回

収不能見込額として直接減額し

ている金額は、8,319百万円で

あります。

 ②　賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。

 ③　係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、239百万

円であります。

 ④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当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。

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップについて、

特例処理によっております。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  　借入金

 ③　ヘッジ方針

当連結グループの内部規程であ

る「デリバティブ取引取扱規

程」に基づき、金利変動リスク

をヘッジしております。

 ④　ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ手段の想定元本等とヘッ

ジ対象の元本等が一致しており、

金利スワップの特例処理の要件

に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定

に代えております。
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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）

(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

①　営業収益の計上基準

営業収益のうち顧客より受領し

た割引料、利息、手数料に関し

ては、時の経過に応じて、収益

を計上しております。

 ②　繰延資産の処理方法

　新株発行費

新株発行費は、旧商法の規定す

る最長期間（3年間）で毎期均

等額の償却を行っております。

 ③　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

但し、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産

の「その他」に計上し、5年間

で均等償却を行っております。

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

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ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

10,542百万円

※２　担保に供している資産ならびに対応債

務は次のとおりであります。

イ　担保提供資産

預金 　2,167百万円

預け金 39

商業手形 15,736

営業貸付金 39,994

建物 10,336

土地 6,678

　計 74,952

ロ　対応債務

短期借入金 45,557百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

7,430

長期借入金 3,066

計 56,054

また、上記以外の営業債権656百万円に

ついて、債権譲渡予約契約を締結して

おります。これに対応する債務は、「一

年以内に返済予定の長期借入金」589百

万円であります。

※３　商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形15,736百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形29,618百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部1,944百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

証書貸付の流動化についても、譲渡担

保付借入として会計処理しており、営

業貸付金残高には、この流動化におけ

る3,670百万円が含まれております。

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

（18,445百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保された

ものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・ア

セットファンディングコープ（商業手

形の流動化）及びコンビネーション・

ファイナンス（営業貸付手形の流動

化）を通して行っており、証書貸付債

権の流動化につきましては、DB信託株

式会社に信託譲渡する形式で行ってお

ります。
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当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

※４　受取手形は、手形貸付の受取利息とし

て受領した手形及び先日付小切手であ

ります。

※５　営業貸付金の主な内訳

手形貸付 68,331百万円

証書貸付 24,109

※６　不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 31,951

貸出条件緩和債権 14,207

合計 46,158

（注）１　破綻先債権とは、支払の遅延、そ

の他の事由により、債務者又は保

証人からの弁済の見込みがないも

のとした貸付金のうち、債務者に

対し法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第1項第3号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項

第4号に規定する事由が生じている

ものであります。

２　延滞債権とは、（注1）に掲げる貸

付金のうち、破綻先債権以外のも

のであります。

３　三カ月以上延滞債権とは、元本又

は利息の支払が約定支払日（期限

の利益を喪失した日を含みます。）

の翌日から三カ月以上延滞してい

る貸付金（破綻先債権及び延滞債

権を除きます。）であります。

４　貸出条件緩和債権とは、債務者又

は保証人の経営再建又は支援を図

ることを目的として、金利の減免、

元本の減免、債権放棄その他の債

務者又は保証人に有利となる取決

めを行った貸付金（破綻先債権、

延滞債権、三カ月以上延滞債権を

除きます。）であります。

 ※７　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理しております。

 なお、当中間連結会計期間末は金融機関

の休日であったため、1,775百万円の中

間連結会計期間末日満期手形が、流動資

産の「商業手形」の当中間連結会計期間

末残高に含まれおります。
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（中間連結損益計算書関係）

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　金融費用の主要項目

支払利息 　917百万円

支払手数料 369

※２　販売費及び一般管理費の主要項目

貸倒引当金繰入額 　4,434百万円

係争関係損失引当金

繰入額

3,113

給料手当 1,524

※３　固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。

売却損

土地 　1百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

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株式数に関する事項
 （単位：株）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期間
末

普通株式 114,107,446 － － 114,107,446

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項
 （単位：株）

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期間
末

普通株式 4,216,896 497 － 4,217,393

 （変動事由の概要）

 増加数の内訳は、次のとおりであります。

 単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　497 株

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

2009年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債
普通株式 2,545 － － 2,545 1,557

2011年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債
普通株式 14,993 － 2,607 12,385 9,500

 合計 － 17,538 － 2,607 14,931 11,057

 （注）「当中間連結会計期間減少」は買入消却によるものであります。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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　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

（平成19年9月30日現在）

現金及び預金勘定 　12,227百万円

現金及び現金同等物 12,227

（リース取引関係）

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額 　476百万円

減価償却累計額相当
額

227

減損損失累計額相当
額

244

中間期末残高相当額 5

（注）取得価額相当額の算定は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低いため、支払

利子込み法によっております。

２　未経過リース料中間期末残高相当額

1年以内 　89百万円

1年超 100

計 189

リース資産減損勘定

中間期末残高
　184百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額の算

定は、有形固定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額

支払リース料 　69百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
68

減価償却費相当額 69

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。
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（有価証券関係）

（当中間連結会計期間末）（平成19年9月30日）

１　時価のある有価証券

区分 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    

①　株式 55 50 △4

②　その他 196 214 18

計 251 265 14

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

ります。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前中間期末、前期末及び当中間期末において、連続して30％以上の

下落率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

投資事業組合への出資 44

非上場株式 5

計 49

（デリバティブ取引関係）

（当中間連結会計期間末）（平成19年9月30日）

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

 

（ストック・オプション等関係）

　（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）

 該当事項はありません。

 （企業結合会計）

 （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）

  該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

　当連結グループでは、中小企業に対する事業資金の融資、商業手形の割引を主な事業としておりますが、全セ

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

計額の90％超であり、当該セグメントの営業損失が全セグメントの営業損失の合計額の90％超となっております。

　このため、「中間連結財務諸表規則様式　様式第1号（記載上の注記）(10)」に基づき事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

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

ｃ．海外売上高

 

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）

　海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。

 （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

 当社では、資金調達の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として、営業貸付手形債権の流動化を

行っております。

 当該流動化においては、ケイマン法に基づき設立された特別目的会社（コンビネーションファイナンス社）との間

で当社を譲渡者とする包括的な営業貸付手形債権の売買契約及び別の流動化に伴って発生する劣後債権についての売

買契約を締結しており、適格な両債権を売却することにより資金調達を行っております。また、この流動化において

は、当社は同特別目的会社に対し匿名組合出資を行っており、当該流動化における信用補完の機能をはたしておりま

す。さらに当社は譲渡した営業貸付手形債権に関する回収サービス契約を締結しております。なお、当社は同特別目

的会社の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。

 当社は当該流動化取引に関する会計処理については、金融取引（譲渡担保付借入）として処理しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 　498.95円

1株当たり中間純損失 　51.34円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
　－円

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
 

 
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)

1株当たり中間純損失金額  

中間純損失（百万円） 5,642

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損失（百

万円）
5,642

期中平均株式数（千株） 109,890

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中間

純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円、潜在株式の数

55千株）
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５．貸出金の状況（連結）
 （単位：百万円）

品目別

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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

受取割引料

 ％  ％  ％

営業

収益

(1,406)

 

(10.1)

 

1,197

 

14.1

 

(2,798)

 

(10.7)

 

受取利息

手形貸付 (7,470) (53.9) 4,390 51.5 (14,534) (55.4)

証書貸付 (4,515) (32.5) 2,427 28.5 (7,965) (30.3)

小計 (11,985) (86.4) 6,818 80.0 (22,500) (85.7)

その他

預金利息 (0) (0.0) 5 0.0 (3) (0.0)

受入手数料 (110) (0.8) 65 0.8 (195) (0.7)

不動産賃貸料 (373) (2.7) 430 5.1 (770) (2.9)

小計 (484) (3.5) 501 5.9 (968) (3.6)

合計 (13,876) (100.0) 8,518 100.0 (26,268) (100.0)

融資

残高

商業手形割引 (29,749) (18.2) 25,293 21.4 (31,990) (23.5)

営業貸付金

手形貸付 (99,222) (60.8) 68,331 57.9 (75,013) (55.2)

証書貸付 (34,292) (21.0) 24,109 20.4 (28,871) (21.3)

その他貸付 (-) (-) 330 0.3 (-) (-)

小計 (133,514) (81.8) 92,770 78.6 (103,885) (76.5)

合計 (163,263) (100.0) 118,063 100.0 (135,876) (100.0)

 （※）当社は、当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しておりますが、前期との比較容易性の観点から、前中間連

結会計期間及び前連結会計年度の欄には、（　 )内に単体の諸数値を記載しております。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
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）
前事業年度要約貸借対照表

（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           

１　現金及び預金 ※2 25,319   12,099   18,270   

２　預け金 ※2.3 18,464   18,484   20,901   

３　受取手形 ※4 5,811   2,746   3,833   

４　商業手形
※2.3

6.7
29,749   25,293   31,990   

５　営業貸付金
※2.3
5.6

133,514   92,440   103,885   

６　その他  1,476   1,049   1,109   

７　貸倒引当金  △32,383   △24,605   △23,731   

流動資産合計   181,953 88.6  127,508 86.1  156,259 88.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1)　建物 ※1.2 12,214   11,045   11,317   

(2)　土地 ※2 7,950   7,108   7,138   

(3)　その他 ※1 638   9   99   

有形固定資産合
計

 20,803   18,162   18,556   

２　無形固定資産  447   256   －   

３　投資その他の資産  1,934   2,184   1,738   

固定資産合計   23,185 11.3  20,603 13.9  20,294 11.5

Ⅲ　繰延資産           

１　新株発行費  40   7   14   

２　社債発行費  112   －   －   

繰延資産合計   153 0.1  7 0.0  14 0.0

資産合計   205,292 100.0  148,118 100.0  176,568 100.0
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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）
前事業年度要約貸借対照表

（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           

１　短期借入金 ※2.3 50,966   45,557   55,071   

２　一年以内に返済予
定の長期借入金

※2 16,496   14,091   14,879   

３　一年以内に償還予
定の社債

※2 900   －   500   

４　一年以内に償還予
定の新株予約権付
社債

 4,500   1,557   －   

５　未払法人税等  177   147   162   

６　賞与引当金  141   104   124   

７　係争関係損失引当
金

 5,566   6,009   5,810   

８　その他  4,544   2,990   3,887   

流動負債合計   83,292 40.6  70,457 47.6  80,435 45.5

Ⅱ　固定負債           

１　社債  4,826   －   －   

２　転換社債  408   408   408   

３　新株予約権付社債  13,057   9,500   13,057   

４　長期借入金 ※2 23,448   2,847   11,025   

５　係争関係損失引当
金

 9,768   9,601   10,658   

６　その他  309   436   490   

固定負債合計   51,817 25.2  22,793 15.4  35,639 20.2

負債合計   135,110 65.8  93,251 63.0  116,074 65.7

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   59,609 29.1  59,609 40.2  59,609 33.8

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  20,117   855   20,117   

(2）その他資本剰余
金

 24,909   10,083   24,909   

　資本剰余金合計   45,026 21.9  10,938 7.4  45,026 25.5

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

　　繰越利益剰余金  △14,346   △5,603   △34,088   

　利益剰余金合計   △14,346 △7.0  △5,603 △3.8  △34,088 △19.3

４　自己株式   △3,130 △1.5  △3,130 △2.1  △3,130 △1.8

　株主資本合計   87,159 42.5  61,814 41.7  67,417 38.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  30 0.0  7 0.0  29 0.0

２　土地再評価差額金   △17,008 △8.3  △6,953 △4.7  △6,953 △3.9

評価・換算差額等合
計

  △16,978 △8.3  △6,946 △4.7  △6,923 △3.9

純資産合計   70,181 34.2  54,867 37.0  60,493 34.3

負債・純資産合計   205,292 100.0  148,118 100.0  176,568 100.0
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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　受取割引料  1,406   1,197   2,798   

２　受取利息  11,985   6,818   22,500   

３　銀行預金利息  0   5   3   

４　受入手数料  110   65   195   

５　不動産賃貸収入  373 13,876 100.0 429 8,517 100.0 770 26,268 100.0

Ⅱ　営業費用           

１　金融費用 ※1 1,524   1,357   3,141   

２　支払手数料  263   208   529   

３　不動産賃貸原価  310 2,098 15.1 338 1,904 22.4 628 4,299 16.4

営業総利益   11,778 84.9  6,612 77.6  21,968 83.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※2  10,726 77.3  12,581 147.7  26,159 99.6

営業利益又は営業
損失（△）

  1,051 7.6  △5,968 △70.1  △4,191 △16.0

Ⅳ　営業外収益 ※3  10 0.0  20 0.2  38 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※4  433 3.1  24 0.2  664 2.5

経常利益又は経常
損失（△）

  628 4.5  △5,973 △70.1  △4,817 △18.3

Ⅵ　特別利益 ※5  3,160 22.8  402 4.7  3,160 12.0

Ⅶ　特別損失 ※6.7  11,985 86.4  1 0.0  16,182 61.6

税引前中間（当
期）純損失

  8,196 △59.1  5,572 △65.4  17,838 △67.9

法人税、住民税及
び事業税

 23   31   68   

法人税等調整額  6,071 6,094 43.9 － 31 0.4 6,071 6,139 23.4

中間（当期）純損
失

  14,290 △103.0  5,603 △65.8  23,978 △91.3
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日残高

（百万円）
59,609 20,117 41,892 62,009 △16,982 △3,130 101,506

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
   － △14,290  △14,290

自己株式の取得（百万円）    －  △0 △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
   － △55  △55

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  △16,982 △16,982 16,982  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

   －   －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △16,982 △16,982 2,636 △0 △14,346

平成18年9月30日残高

（百万円）
59,609 20,117 24,909 45,026 △14,346 △3,130 87,159

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日残高

（百万円）
51 △17,063 △17,012 1,072 85,565

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
  －  △14,290

自己株式の取得（百万円）   －  △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
  －  △55

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  －  －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△21 55 34 △1,072 △1,037

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△21 55 34 △1,072 △15,383

平成18年9月30日残高

（百万円）
30 △17,008 △16,978 － 70,181

 （注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年3月31日残高

（百万円）
59,609 20,117 24,909 45,026 △34,088 △3,130 67,417

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
   - △5,603  △5,603

自己株式の取得（百万円）    -  △0 △0

資本準備金の取崩（百万円）

（注）
 △19,262  △19,262 19,262  -

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  △14,825 △14,825 14,825  -

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

   -   -

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
- △19,262 △14,825 △34,088 28,484 △0 △5,603

平成19年9月30日残高

（百万円）
59,609 855 10,083 10,938 △5,603 △3,130 61,814

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日残高

（百万円）
29 △6,953 △6,923 60,493

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）

（百万円）
  - △5,603

自己株式の取得（百万円）   - △0

資本準備金の取崩（百万円）

（注）
  - -

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  - -

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△22  △22 △22

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△22 - △22 △5,626

平成19年9月30日残高

（百万円）
7 △6,953 △6,946 54,867

 （注）平成19年6月の定時株主総会における剰余金の処分項目であります。

㈱ロプロ（8577）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 33 －



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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日残高

（百万円）
59,609 20,117 41,892 62,009 △16,982 △3,130 101,506

事業年度中の変動額

当期純損失（△）

（百万円）
   － △23,978  △23,978

自己株式の取得（百万円）    －  △0 △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
   － △10,110  △10,110

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  △16,982 △16,982 16,982  －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

   -   －

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － △16,982 △16,982 △17,105 △0 △34,088

平成19年3月31日残高

（百万円）
59,609 20,117 24,909 45,026 △34,088 △3,130 67,417

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日残高

（百万円）
51 △17,063 △17,012 1,072 85,565

事業年度中の変動額

当期純損失（△）

（百万円）
  －  △23,978

自己株式の取得（百万円）   －  △0

土地再評価差額金取崩

（百万円）
  －  △10,110

その他資本剰余金の取崩（百

万円）（注）
  －  －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）（百万

円）

△21 10,110 10,088 △1,072 9,016

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△21 10,110 10,088 △1,072 △25,071

平成19年3月31日残高

（百万円）
29 △6,953 △6,923 － 60,493

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

  
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）

前事業年度の要約キャッ
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）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前中間（当期）
純損失

 △8,196 △17,838

減価償却費及び償却
費

 426 894

減損損失  － 3,986

貸倒引当金の減少額  △2,513 △11,165

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 10 △7

係争関係損失引当金
の増加額

 10,734 11,868

受取配当金  △1 △1

支払利息  305 401

新株発行費償却  26 52

社債発行費償却  196 309

固定資産売却益  △0 △0

投資有価証券売却益  △0 △0

新株予約権消却益  △672 △672

有形固定資産除却損  5 39

社債発行差金償却  625 789

預け金の増加額　  △1,034 △3,471

受取手形の減少額
（△増加額）

 △480 1,498

商業手形の減少額
（△増加額）

 697 △1,543

営業貸付金の減少額
（△増加額）

 △7,943 21,685

その他の流動資産の
減少額（△増加額）

 △165 201

商業手形流動化によ
る借入金の増加額
（△減少額）

 △740 2,392

手形債権流動化によ
る借入金の増加額

 9,350 10,890

証書貸付債権流動化
による借入金の増加
額

 8,000 2,748

前受収益の増加額
（△減少額）

 268 △879

その他  115 376

小計  9,011 22,552
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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）

前事業年度の要約キャッ
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）

配当金の受取額  1 1

利息の支払額  △269 △360

法人税等の支払額  △53 △53

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,690 22,140

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

 △467 △1,482

有形固定資産の売却
による収入

 23 23

無形固定資産の取得
による支出

 △99 △427

投資有価証券の売却
による収入

 0 0

投資有価証券の取得
による支出

 △9 △18

その他  △15 93

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △569 △1,812

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の増減  1,055 487

長期借入れによる収
入

 7,120 7,420

長期借入金の返済に
よる支出

 △8,150 △17,238

社債の償還による支
出

 △18,400 △28,300

新株予約権の買入消
却による支出

 △400 △400

自己株式の増減  △0 △0

配当金の支払額  △0 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △18,775 △38,031
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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）

前事業年度の要約キャッ
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）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 △10,654 △17,703

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 34,744 34,744

Ⅶ　合併による現金及び現
金同等物の受入

 1,229 1,229

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 25,319 18,270
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

  当社は、当中間会計期間において、

14,290百万円の中間純損失を計上した

結果、前会計年度の当期純損失24,956

百万円計上に続き中間純損失を計上し

たことにより、継続企業の前提に重要

な疑義を抱かせる事象の存在に該当し

ています。しかしながら、この中間（当

期）純損失発生の主な理由は、前会計

年度においては、連結子会社（平成18

年4月1日吸収合併）が貸倒懸念債権等

の将来リスクをより厳格に見積り回収

不能額の算定方法を見直して貸倒引当

金の積増しを行ったことによる損失に

対し、当社において特別損失に関係会

社損失引当金21,778百万円を計上した

ことが主な原因によるものであり、当

中間会計期間においても、平成18年10

月13日の日本公認会計士協会による「消

費者金融会社等の利息返還請求による

損失に係る引当金の計上に関する監査

上の取扱い」が公表され当中間会計期

間より適用されたことに伴い、前事業

年度まで適用しておりました係争関係

損失引当金の計上方法等の変更を行っ

たことにより特別損失に係争関係損失

引当金繰入額11,306百万円を計上した

ことによるものであります。

  当該事態は貸倒引当金及び係争関係

損失引当金の計上方法の見直しならび

に変更によるものであり、前事業年度

及び当中間会計期間において経常利益

を計上していることからも、当社は、

今後の利益に経常的な影響を及ぼすも

のでないと判断しており、企業として

の継続性に疑念がないものと考えてお

ります。

  当社は、連結子会社の吸収合併等の

組織再編や新商品の開発等により経営

改革を図ってまいりましたが、今後さ

らに、優良な貸出資産の増加に注力す

るとともに、営業体制・審査体制の強

化を図り、一層の財務体質の強化、更

なる経営効率化に取り組み、利益増加

を図ってまいります。

 従って、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。

  当社は、前事業年度に23,978百万円

の当期純損失を計上し、当中間会計期

間においても不良債権の発生と利息返

還請求が高水準であったことから、

5,603百万円の中間純損失を計上いたし

ました。また、純資産の減少により、

シンジケートローン契約(平成19年9月

30日現在借入金残高4,408百万円)の財

務制限条項に抵触することとなりまし

た。これらの状況により、当社は継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象の存在に該当しています。

  当社は、出資法の上限金利の引下げ

及び利息返還請求という厳しい状況下

にあって、当該状況を解消すべく次の

とおりに対処してまいります。

 １． 収益構造の変革

  上限金利引下げに対応した収益モデ

ルを構築するために、貸出金の継続時

の与信基準を厳格化するとともに、新

貸付金利に対応できる貸倒リスクの低

い顧客の選別を図っております。また、

長期的な視点にたって、賃貸保証を主

力業務とする全額出資子会社株式会社

エムキャットの設立を始めとする新事

業の開発に努め、将来の収益確保の礎

を築いてまいります。

 ２．コスト構造の変革

  このような厳しい経営環境下、利益

確保のために様々な経費削減策を行っ

てまいります。①店舗の統廃合を実施

し本社へ事務集中化することにより業

務の効率を改善し、併せて本社関連経

費と店舗関連経費を大幅に削減いたし

ます。また、②今後の経営体制におけ

る事業規模に見合った適正な人員構成

とするため、当社は希望退職者の募集

を行います。更に、③本年6月から既に

役員報酬のカットを実施しております。

  これらにより、貸出金残高の増加に

依存することなく、確実に利益を追求

できる体質へ転換を図ってまいります。

 ３．資金繰りの見通し

  シンジケート団とは、前事業年度に

も財務制限条項に抵触しましたが、そ

の事実をふまえた上で、現在従来の契

約と変わりなく継続的な取引を維持し

て頂いております。今後においても、

従来と変わらない継続的な取引をお願

いしております。また、キャッシュ面

  当社は、当事業年度において、23,978

百万円の当期純損失を計上した結果、

前事業年度の当期純損失24,956百万円

計上に続き当期純損失を計上し、2期連

続当期純損失となりました。また、純

資産の大幅な減少により、シンジケー

トローン契約の一部(平成19年3月31日

現在借入金残高4,216百万円)の財務制

限条項に抵触することとなりました。

これらの状況により、当社は継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる事象の

存在に該当しています。

  この2期連続当期純損失発生の主な理

由は、①前事業年度においては、連結

子会社（平成18年4月1日吸収合併）が

貸倒懸念債権等の将来リスクをより厳

格に見積り、回収不能額の算定方法を

見直して貸倒引当金の積増しを行った

ことによる損失に対し、特別損失とし

て関係会社損失引当金21,778百万円を

計上したこと、②当事業年度において

は、平成18年10月13日の日本公認会計

士協会による「消費者金融会社等の利

息返還請求による損失に係る引当金の

計上に関する監査上の取扱い」に基づ

き、前事業年度まで適用しておりまし

た係争関係損失引当金の計上方法等の

変更を行ったことで特別損失として係

争関係損失引当金繰入額11,306百万円

を計上したこと、③さらに、減損損失

3,986百万円の計上、繰延税金資産の取

崩6,071百万円を計上したこと、であり

ます。

  当社は、当該事態を解消すべく、今

後の資金調達計画や効率化施策を盛り

込んだ経営計画等を策定しております。

さらに、シンジケート団とは現在財務

制限条項に抵触する事実をふまえた上

で、継続的な取引を維持して頂く見込

みであります。

　今後の貸金市場は事業の採算性が従

来よりも低い厳しい環境下で推移する

ことが予想されますが、中小企業の事

業資金を供給する担い手として、新し

い上限金利体系に適合したローコスト

オペレーションや貸出債権の品質面を

見極めた対応を推進していく予定です。

なお、平成19年3月末現在の現金及び預

金残高は18,270百万円であり十分な運

転資金を確保していることや、債権流
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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）

において、平成19年9月末現在の現金及

び預金残高は12,227百万円であり十分

な運転資金を確保していることや、過

渡期である貸出債権入れ替えの過程の

なかでの回収増加が、有利子負債の返

済を補えるものと存じます。更に、今

後の新たな事業展開のための資金調達

についても検討ならびに要請を図って

まいりますので、事業の継続性及び資

金繰りに問題はないものと考えており

ます。

  従って、中間財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。

動化等の代替手段も有していることか

ら、事業の継続性及び資金繰りに問題

はないものと考えております。

  財務諸表は、継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑

義の影響を財務諸表には反映しており

ません。
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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）有価証券

子会社株式

─────

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

─────

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法

（評価差額は全部純資産直

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）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

 ───── 

(2）デリバティブ

　　 時価法

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

 また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

 （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。

　これによる営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失

に与える影響は軽微であります。

 （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。

　これによる営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失

に与える影響は軽微であります。

また、取得価額が10万円以上20

万円未満の資産については、3

年間で均等償却する方法によっ

ております。

 (2）無形固定資産

ソフトウェア（全て自社利用目

的）については、社内における

利用可能期間（5年）に基づく

定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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）

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

なお、破綻先債権等のうち、

回収不能見込額として直接減

額している金額は、13,075百

万円であります。

（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、係争関係損失引当金とし

て計上しております。

この変更に伴い、期首時点の

貸倒引当金のうち利息返還に

係る債権に対応する部分2,487

百万円については、貸倒引当

金戻入益として特別利益に計

上しております。

(1）貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

なお、破綻先債権等のうち、

回収不能見込額として直接減

額している金額は、8,319百万

円であります。

(1）貸倒引当金

貸金等の債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。なお、破綻先債権等のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、6,287百

万円であります。

（追加情報）

 当事業年度より、日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告

第37号「消費者金融会社等の利

息返還請求による損失に係る引

当金の計上に関する監査上の取

扱い」に従って、貸付金に充当

される利息返還損失見込額部分

につきましては、係争関係損失

引当金として計上しております。

 この変更に伴い、期首時点の

貸倒引当金のうち利息返還に係

る債権に対応する部分2,487百

万円については、貸倒引当金戻

入益として特別利益に計上して

おります。

 (2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 (3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、175百万

円であります。

（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」に従って係争関係損失

引当金を計上しております。

この変更に伴い、期首時点にお

ける当該業種別監査委員会報告

に基づく引当金計上額15,906百

万円と従来の見積方法に基づく

引当金計上額4,600百万円との

差額11,306百万円を係争関係損

失引当金繰入額として特別損失

に計上しております。

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

なお、係争に関連する債権のう

ち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、239百万

円であります。

　

 

 

(3）係争関係損失引当金

貸金に関する係争による損失に

備えるため、係争の妥結に伴い

発生すると見込まれる額を計上

しております。

 なお、係争に関連する債権の

うち、回収不能見込額として直

接減額している金額は、240百

万円であります。

 （追加情報）

 当事業年度より、日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告

第37号「消費者金融会社等の利

息返還請求による損失に係る引

当金の計上に関する監査上の取

扱い」に従って係争関係損失引

当金を計上しております。

 この変更に伴い、期首時点に

おける当該業種別監査委員会報

告に基づく引当金計上額15,906

百万円と従来の見積方法に基づ

く引当金計上額4,600百万円と

の差額11,306百万円を係争関係

損失引当金繰入額として特別損

失に計上しております。
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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）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

なお、当中間会計期間末におい

ては、年金資産残高が退職給付

債務を上回ったため、前払年金

費用を投資その他の資産「その

他」に含めて計上しておりま

す。 

(4）退職給付引当金

         同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

数理計算上の差異については、

発生年度に全額を費用処理して

おります。

なお、当事業年度末においては、

年金資産残高が退職給付債務を

上回ったため、前払年金費用を

投資その他の資産「その他」に

含めて計上しております。 

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 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理の要件

を満たす金利スワップについて、

特例処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  　借入金

同左 同左

 (3）ヘッジ方針

当社の内部規程である「デリバ

ティブ取引取扱規程」に基づき、

金利変動リスクをヘッジしてお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ手段の想定元本等とヘッ

ジ対象の元本等が一致しており、

金利スワップの特例処理の要件

に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定

に代えております。

(4）ヘッジ有効性の評価方法

同左

(4）ヘッジ有効性の評価方法

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）

６　中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。

───── 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。

７　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）営業収益の計上基準

営業収益のうち顧客より受領し

た割引料、利息及び手数料に関

しては、時の経過に応じて、収

益を計上しております。

(1）営業収益の計上基準

同左

(1）営業収益の計上基準

同左

 (2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

新株発行費は、旧商法の規定

する最長期間（3年間）で毎

期均等額の償却を行っており

ます。

(2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

　　　 同左

(2）繰延資産の処理方法

①　新株発行費

 　　　同左

 ②　新株予約権発行費

新株予約権発行費は、旧商法

の規定する最長期間（3年

間）で毎期均等額の償却を

行っております。

②　　　─────

 

②　　　─────

 

 ③　社債発行費

社債発行費は、社債の償還期

限又は旧商法に規定する最長

期間（3年間）のいずれか短

い期間で毎期均等額の償却を

行っております。

なお、当中間会計期間におい

て社債権者の請求により全額

を繰上償還した社債に係る発

行費は、一括償却し、特別損

失に計上しております。

③　　　─────

 

 

③　　　─────

 

 (3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

但し、固定資産に係る控除対象

外消費税等は投資その他の資産

の「その他」に計上し、5年間

で均等償却を行っております。

(3）消費税等の会計処理

同左

(3）消費税等の会計処理

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）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

　当中間会計期間から、「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

委員会　平成17年12月9日　企業会計基準第5

号）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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月9日　企業会計基準適用指

針第8号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は70,181百万円であります。

　また、中間財務諸表等規則の改正により、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、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5

号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

60,493百万円であります。

  なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に

伴い、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。

（企業結合に係る会計基準等） 

　当中間会計期間から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

第7号）ならびに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

適用指針第10号」を適用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。

 （企業結合に係る会計基準等） 

  当事業年度より、「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第7号）ならびに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。

 (金融商品に関する会計基準及び繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い)

　当中間会計期間から改正後の「金融商品に関

する会計基準」(企業会計基準第10号　最終改

正平成18年8月11日)、「金融商品会計に関す

る実務指針」(会計制度委員会報告第14号　最

終改正平成18年10月20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。

これによる損益に与える影響はありません。

また、従来は繰延資産として計上しておりま

した社債発行差金173百万円を社債から直接控

除しております。

なお、当中間会計期間において社債権者の

請求により繰上償還した社債に係る発行差金

は、一括償却し、特別損失に「社債発行差金

償却」として計上しております。

 （金融商品に関する会計基準及び繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い）

  当事業年度より、「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　平成18年8月11

日）及び「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第19号　平成18年8

月11日）を適用しております。

  なお、当事業年度において社債権者の請求に

より繰上償還した社債に係る発行差金は、一

括償却し、特別損失に「社債発行差金償却」

として計上しております。

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） 

 前中間会計期間において有形固定資産の「その他」に含めて表示して

おりました「建物」（前中間会計期間　11,523百万円）については、

資産総額の100分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記し

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  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額 ※１  有形固定資産の減価償却累計額

          9,918百万円   　10,542百万円 　10,227百万円

※２  担保資産 ※２  担保資産 ※２  担保資産

イ　担保提供資産 イ　担保提供資産 イ　担保提供資産

預金         4,335百万円

預け金 224

商業手形 17,788

営業貸付金 55,270

建物 9,343

土地 5,726

計 92,689

預金 　2,167百万円

預け金 39

商業手形 15,736

営業貸付金 39,994

建物 10,336

土地 6,678

計 74,952

預金 　3,031百万円

預け金 303

商業手形 21,957

営業貸付金 45,152

建物 10,591

土地 6,642

計 87,679

ロ　対応債務 ロ　対応債務 ロ　対応債務

短期借入金        50,366百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

9,911

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

900

長期借入金 14,983

計 76,161

短期借入金 　45,557百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

7,430

長期借入金 3,066

計 56,054

短期借入金 　55,071百万円

一年以内に返

済予定の長期

借入金

8,389

一年以内に償

還予定の社債

（銀行保証付

無担保社債）

500

長期借入金 7,159

計 71,120

また、上記以外の営業債権5,107百万円

について、債権譲渡予約契約を締結し

ております。これに対応する債務は、

「短期借入金」600百万円、「一年以内

に返済予定の長期借入金」1,431百万円、

「長期借入金」2,611百万円であります。

また、上記以外の営業債権656百万円に

ついて、債権譲渡予約契約を締結して

おります。これに対応する債務は、「一

年以内に返済予定の長期借入金」589百

万円であります。

また、上記以外の営業債権2,133百万円

について、債権譲渡予約契約を締結し

ております。これに対応する債務は、

「一年以内に返済予定の長期借入金」

1,353百万円、「長期借入金」573百万

円であります。

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形17,788百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形29,484百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部2,586百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形15,736百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形29,618百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部1,944百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）

※３  商業手形の流動化については、譲渡担

保付借入として会計処理しており、商

業手形の残高にはこの流動化における

譲渡手形21,957百万円が含まれており

ます。

営業貸付手形の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡手形30,610百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化

にあたっては、商業手形の流動化に伴っ

て当社が特定目的会社に対して有する

劣後債権の一部1,944百万円も併せて流

動化しております。（但し、上記の流

動化について譲渡担保付借入処理を行っ

ていることから、当社の特定目的会社

に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。）
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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）

証書貸付債権の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡債権9,756百万円が含まれてお

ります。

また、上記の流動化に関連して生じま

した流動資産の「預け金」(18,240百万

円)につきましては、信用補完その他の

目的により留保されたものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っており、証書貸付債権の流

動化につきましては、DB信託株式会社

に信託譲渡する方式で行っております。

証書貸付債権の流動化についても、譲

渡担保付借入として会計処理しており、

営業貸付金残高には、この流動化にお

ける譲渡債権3,670百万円が含まれてお

ります。

また、上記の流動化に関連して生じま

した流動資産の「預け金」(18,445百万

円)につきましては、信用補完その他の

目的により留保されたものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っており、証書貸付債権の流

動化につきましては、DB信託株式会社

に信託譲渡する方式で行っております。

証書貸付の流動化についても、譲渡担

保付借入として会計処理しており、営

業貸付金残高には、この流動化におけ

る5,010百万円が含まれております。

また、上記の手形の流動化に関連して

生じました流動資産の「預け金」

（20,597百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保された

ものであります。

なお、上記の手形の流動化につきまし

ては、当社からの手形の購入又は割引

を主たる目的として設立された特定目

的会社であるエヌ・エム・ユー・アセッ

トファンディングコープ（商業手形の

流動化）及びコンビネーション・ファ

イナンス（営業貸付手形の流動化）を

通して行っており、証書貸付債権の流

動化につきましては、DB信託株式会社

に信託譲渡する形式で行っております。

※４  受取手形は、手形貸付の受取利息とし

て受領した手形及び先日付小切手であ

ります。

※４  　　　　　同左  ※４  　　　　　同左

※５　営業貸付金の主な内訳 ※５　営業貸付金の主な内訳 ※５　営業貸付金の主な内訳

手形貸付        99,222百万円

証書貸付 34,292

手形貸付 　68,331百万円

証書貸付 24,109

手形貸付 　75,013百万円

証書貸付 28,871

※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 29,739

貸出条件緩和債権 18,853

合計 48,593

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 31,951

貸出条件緩和債権 14,207

合計 46,158

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 26,742

貸出条件緩和債権 14,752

合計 41,494

（注）１  破綻先債権とは、支払の遅延、そ

の他の事由により、債務者又は保

証人からの弁済の見込みがないも

のとした貸付金のうち、債務者に

対し法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第1項第3号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項

第4号に規定する事由が生じている

ものであります。

（注）１　　　　　同左 （注）１　　　　　同左

２　延滞債権とは、（注1）に掲げる貸

付金のうち、破綻先債権以外のも

のであります。

２　　　　　同左 ２　　　　　同左

３　三カ月以上延滞債権とは、元本又

は利息の支払が約定支払日（期限

の利益を喪失した日を含みま

す。）の翌日から三カ月以上延滞

している貸付金（破綻先債権及び

延滞債権を除きます。）でありま

す。

３　　　　　同左 ３　　　　　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）

４　貸出条件緩和債権とは、債務者又

は保証人の経営再建又は支援を図

ることを目的として、金利の減免、

元本の減免、債権放棄その他の債

務者又は保証人に有利となる取決

めを行った貸付金（破綻先債権、

延滞債権、三カ月以上延滞債権を

除きます。）であります。

４　　　　  同左 ４　　　　  同左

※７　中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理して

おります。

 なお、当中間会計期間末は金融機関の

休日であったため、1,975百万円の中間

期末日満期手形が、流動資産の「商業

手形」の当中間会計期間末残高に含ま

れております。

※７　中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理して

おります。

 なお、当中間会計期間末は金融機関の

休日であったため、1,775百万円の中間

期末日満期手形が、流動資産の「商業

手形」の当中間会計期間末残高に含ま

れております。

※７　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。

 なお、当事業年度末は金融機関の休日

であったため、2,185百万円の期末日満

期手形が、流動資産の「商業手形」の

当事業年度末残高に含まれております。
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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　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目 ※１　金融費用の主要項目

支払利息       841百万円

社債利息 151

支払手数料 296

支払利息 　917百万円

社債利息 1

支払手数料 369

支払利息 　1,848百万円

社債利息 153

支払手数料 725

※２　販売費及び一般管理費の主要項目 ※２　販売費及び一般管理費の主要項目 ※２　販売費及び一般管理費の主要項目

貸倒引当金繰入額      2,662百万円

係争関係損失引当金

繰入額

1,782

給料手当 1,919

貸倒引当金繰入額 　4,434百万円

係争関係損失引当金

繰入額

3,113

給料手当 1,508

貸倒引当金繰入額 　5,781百万円

係争関係損失引当金

繰入額

6,403

給料手当 3,805

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目

受取配当金      1百万円 受取配当金 1百万円 受取配当金 　1百万円

※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目

支払利息     5百万円

社債利息 285

新株発行費償却 26

社債発行費償却 82

社債利息 　3百万円

新株発行費償却 7

支払利息 　5百万円

社債利息 381

新株発行費償却 52

社債発行費償却 152

※５　特別利益の主要項目 ※５　特別利益の主要項目 ※５　特別利益の主要項目

新株予約権消却益       672百万円

貸倒引当金戻入益  2,487

固定資産売却益 　2百万円

新株予約権付社債消

却益

　400

新株予約権消却益     　672百万円

貸倒引当金戻入益  2,487

※６　特別損失の主要項目 ※６　特別損失の主要項目 ※６　特別損失の主要項目

固定資産処分損      5百万円

社債発行差金償却       625

社債発行費償却  49

係争関係損失引当金

繰入額
11,306

固定資産処分損 　1百万円 固定資産処分損 　39百万円

社債発行差金償却 789

社債発行費償却  60

減損損失 3,986

係争関係損失引当金

繰入額
11,306
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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）

※７　　　　　───── ※７　　　　　───── ※７　減損損失

 当社は、以下の共用資産及び資産グルー
プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

京都市

下京区

共用資産

（本社及

び電算セ

ンター

等）

土地、建物、

構築物、

器具備品、

ソフトウェア、

電話加入権、

リース資産、

長期前払費用

1,832 

京都市

西京区

他5件

共用資産

（福利厚

生用設

備）

土地、建物、

構築物、

器具備品

182 

京都市

下京区

他全店舗

営業用設

備

（支店）

建物、器具備品 89 

京都市

右京区

他7件 

賃貸用設

備

土地、建物、

構築物、

器具備品

1,882 

当社は、営業用設備につきましては支

店を、賃貸用設備につきましては各資

産をグルーピングの最小単位とし、本

社及び福利厚生用設備等につきまして

は独立したキャッシュ・フローを生み

出さないことから共用資産としてグルー

ピングを行っております。

当事業年度において営業損失を計上し

たことに加え、出資法上限金利の引下

げをはじめとする貸金業関係法令の改

正等により、今後の当社を取り巻く経

営環境の悪化が懸念されることから、

各支店及び共用資産を含むより大きな

単位のグループにおいて帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたし

ました。

減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。

土地 812百万円

建物 1,703

構築物  　60

器具備品   234

ソフトウェア   623

電話加入権   226

長期前払費用    22

リース資産   302

計 3,986

 

なお、上記資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

土地及び建物につきましては不動産鑑

定評価額に基づいて算出し、その他の

資産につきましては零として評価して

おります。

　８　減価償却実施額 　８　減価償却実施額 　８　減価償却実施額

有形固定資産       388百万円

無形固定資産 13

有形固定資産 　394百万円

無形固定資産 0

有形固定資産 806百万円

無形固定資産 32
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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
 （単位：株）

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 4,216,327 213 - 4,216,540

合計 4,216,327 213 - 4,216,540

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取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
 （単位：株）

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 4,216,896 497 - 4,217,393

合計 4,216,896 497 - 4,217,393

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取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
 （単位：株）

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 4,216,327 569 - 4,216,896

合計 4,216,327 569 - 4,216,896

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

前事業年度
（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

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成18年9月30日現在） （平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 25,319百万円

預入期間が3ヵ月を超え

る定期預金

－

現金及び現金同等物 25,319

 

現金及び預金勘定 18,270百万円

預入期間が3ヵ月を超え

る定期預金
－

現金及び現金同等物 18,270

 

２　重要な非資金取引

 　 合併

 　 平成18年4月1日に合併した日本信用保

証株式会社より引き継いだ資産及び負債

の主な内訳は次のとおりであります。

 　 なお、全額出資子会社との合併のため、

資本金の増加はありません。

 

   合併により引き継いだ資産・負債

 流動資産 15,788百万円

 固定資産 131

 資産合計 15,919

 流動負債 8,205

 固定負債 52,550

 負債合計 60,755

２　重要な非資金取引

 　 合併

 　 平成18年4月1日に合併した日本信用保

証株式会社より引き継いだ資産及び負債

の主な内訳は次のとおりであります。

    なお、全額出資子会社との合併のため、

資本金の増加はありません。

 

   合併により引き継いだ資産・負債

流動資産 15,788百万円 

固定資産 131

資産合計 15,919

流動負債 8,205

固定負債 52,550

負債合計 60,755
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（リース取引関係）

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

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び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　リース物件の取得原価相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額       482百万円

減価償却累計額相当
額

278

中間期末残高相当額 203

 
その他

（器具備品）

取得価額相当額 　476百万円

減価償却累計額相当
額

227

減損損失累計額相当
額 

244

中間期末残高相当額 5

 その他
（器具備品）

取得原価相当額 562百万円
減価償却累計額相当
額

308

減損損失累計額相当
額

253

期末残高相当額 －

（注）　取得価額相当額の算定は、有形固定

資産の中間期末残高等に占める未経

過リース料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によってお

ります。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得原価相当額の算定は、有形固定

資産の期末残高等に占める未経過リー

ス料期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法によっております。

２　未経過リース料中間期末残高相当額 ２　未経過リース料中間期末残高相当額等 ２　未経過リース料期末残高相当額等

1年以内      109百万円

1年超 93

計 203

1年以内 　89百万円

1年超 100

計 189

リース資産減損勘定

中間期末残高

   184百万円

1年以内 　116百万円

1年超 136

計 253

リース資産減損勘定

期末残高

   253百万円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

の算定は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いため、支払利

子込み法によっております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額の算

定は、有形固定資産の期末残高等に

占める未経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込み法によっ

ております。

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

崩額及び減価償却費相当額

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料     58百万円

減価償却費相当額 58

支払リース料 　69百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
68

減価償却費相当額 69

支払リース料 　125百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
－

減価償却費相当額 125

減損損失 253

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）   

 リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。
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（有価証券関係）

 　　　 当中間連結会計期間の有価証券（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。）に関する注記は、中

間連結財務諸表の注記として記載しております。

（前中間会計期間末）（平成18年9月30日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 50 68 17

②　その他 181 203 22

計 231 271 40

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

ります。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前中間期末、前期末及び当中間期末において、連続して30％以上の

下落率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 中間貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

投資事業組合への出資 172

非上場株式 5

計 177

（当中間会計期間末）（平成19年9月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（前事業年度末）（平成19年3月31日）

１　時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 52 67 14

②　その他 189 216 27

計 241 283 42

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

ります。

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。

時価の下落率が30％以上50％未満の場

合

前期末、当中間期末及び当期末において、連続して30％以上の下落

率にあるものについては、原則として減損処理を行う。

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

投資事業組合への出資 51

非上場株式 5

計 56
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（デリバティブ取引関係）

 　　　 当中間連結会計期間のデリバティブ取引に関する注記は、中間連結財務諸表の注記として記載しております。

（前中間会計期間末）（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）

金利     

 キャップ取引    

 買建 3,000 0 △7

合計 － － △7

　（注）　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。

（前事業年度末）（平成19年3月31日）

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

（持分法損益等）

 （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）

 該当事項はありません。

 （前事業年度）（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 該当事項はありません。
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（企業結合会計）

        (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）

 　　　 (共通支配下の取引関係）

 　　　１. 企業結合の概要

 　　　　①企業結合の目的

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

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

して吸収合併いたしました。

 　　　　②被結合企業の名称及び事業内容

 　　　　　名称

 　　　　　　日本信用保証株式会社

 　　　　　事業内容

 　　　　　　当社の融資先に対する信用保証業務

 　　　　③企業結合の法的形式等

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

す。

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

行っておりません。

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

 

 　　　２.実施した会計処理の概要

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

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

理を行っております。なお、本合併に伴い発生する抱合せ株式消滅差損44,835百万円については、関係会社損

失引当金戻入益44,835百万円と相殺消去しております。

(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）

 　　　  該当事項はありません。　

 

(前事業年度）（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

       （共通支配下の取引関係）

１．企業結合の概要

①企業結合の目的

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

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

して吸収合併いたしました。

②被結合企業の名称及び事業内容

　名称

　　日本信用保証株式会社

　事業内容

　　当社の融資先に対する信用保証業務

③企業結合の法的形式等

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

す。

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

行っておりません。

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

 

　２．実施した会計処理の概要

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

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

を行っております。なお、本合併に伴い発生する抱合せ株式消滅差損44,835百万円については、関係会社損失

引当金戻入益44,835百万円と相殺消去しております。
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（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 638.65円

1株当たり中間純損失 130.04円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
－円

1株当たり純資産額 　499.30円

1株当たり中間純損失 　50.99円

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
　－円

1株当たり純資産額 　550.49円

1株当たり当期純損失 　218.20円

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
　－円

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損

失である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

間純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　1株当たり中間（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（当期）純損失

金額
   

中間（当期）純損失（百万円） 14,290 5,603 23,978

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）
14,290 5,603 23,978

期中平均株式数（千株） 109,890 109,890 109,890

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中間

（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円、潜在株式の数

55千株）ならびにＢ種

新株予約権（新株予約

権の数14,720個）及び

第2回Ｂ種新株予約権

（ 新 株 予 約 権 の 数

10,822個）。

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円、潜在株式の数

55千株）。

2014年満期ユーロ円建

転換社債（額面総額408

百万円）ならびにＢ種

新株予約権（新株予約

権の数14,720個）及び

第2回Ｂ種新株予約権

（ 新 株 予 約 権 の 数

10,822個）。
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７．貸出金の状況（単体）
 （単位：百万円）

品目別

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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

受取割引料

 ％   ％  ％

営業

収益

1,406

 

10.1

 

1,197

 

14.1

 

2,798

 

10.7

 

受取利息

手形貸付 7,470 53.9 4,390 51.5 14,534 55.4

証書貸付 4,515 32.5 2,427 28.5 7,965 30.3

小計 11,985 86.4 6,818 80.0 22,500 85.7

その他

預金利息 0 0.0 5 0.1 3 0.0

受入手数料 110 0.8 65 0.8 195 0.7

不動産賃貸料 373 2.7 429 5.0 770 2.9

小計 484 3.5 500 5.9 968 3.6

合計 13,876 100.0 8,517 100.0 26,268 100.0

融資

残高

商業手形割引 29,749 18.2 25,293 21.5 31,990 23.5

営業貸付金

手形貸付 99,222 60.8 68,331 58.0 75,013 55.2

証書貸付 34,292 21.0 24,109 20.5 28,871 21.3

小計 133,514 81.8 92,440 78.5 103,885 76.5

合計 163,263 100.0 117,733 100.0 135,876 100.0
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