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（百万円未満切捨て） 

１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日） 
 (1)連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
20 年３月期 
19 年３月期 

419,129      14.0 
367,614      14.6 

△50,997        ― 
18,772    △68.8 

△50,952        ― 
20,313    △66.9 

△85,618        ― 
△52,169        ― 

 
 

１株当たり 

当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後

１株当たり当期純利益

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
20 年３月期 
19 年３月期 

△72 38 
△57 71 

― 
― 

△60.8 
△39.8 

△1.3 
0.5 

△12.2 
5.1 

(参考) 持分法投資損益   20 年 ３月期    204 百万円   19 年 ３月期   210 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
20 年３月期 
19 年３月期 

4,003,560 
3,875,059 

179,149 
106,237 

4.5 
2.6 

90  81
57  91

(参考)  自己資本      20 年 ３月期  179,149 百万円    19 年 ３月期   102,389 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

20 年３月期 
19 年３月期 

36,246 
△68,014 

25,822 
△15,397 

△42,912 
63,560 

93,249 
68,400 

 
 
 
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 

配当性向 

（連結） 

純 資 産 
配当金総額 

配 当 率 
（年間） 

（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 ― ― ― ― 
― 

― 
― 

0  00

20 年３月期 ― ― ― 0  00

21 年３月期 

(注) 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類
株式（第 1種優先株式）の配当の状況については、３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

（予想） 
― 未定 未定 

 
― 

 

 
 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 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
第２四半期連結累計期間 190,200 △10.7 6,800    ― 7,000    ― 6,800    ―    4 78

通 期 397,400  △5.2 20,700    ― 21,500    ― 21,200    ― 14 91
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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)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（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   無 
② ①以外の変更          有 
(注) 詳細は、31 ページ「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）  20 年３月期   1,422,924,559 株   19 年３月期 905,399,559 株 
②期末自己株式数            20 年３月期     749,631 株   19 年３月期   713,722 株 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、45 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 
 
１．20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日） 
 (1)個別経営成績 （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
20 年３月期 
19 年３月期 

404,328      16.1 
348,262      16.5 

△42,285        ― 
24,432    △58.2 

△42,445        ― 
25,718    △56.6 

△80,769        ― 
△45,379        ― 

 
 

１株当たり 

当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後

１株当たり当期純利益

  円 銭  円 銭
20 年３月期 
19 年３月期 

△68 28 
△50 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
20 年３月期 
19 年３月期 

4,001,635 
3,463,873 

176,999 
95,884 

4.4 
2.8 

89  30
50  72

(参考)  自己資本       20 年 ３月期   176,999 百万円    19 年 ３月期   95,884 百万円 
 
 
２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 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
第 ２ 四 半 期 累 計 期 間 190,100  △6.3 6,800    ― 6,700    ― 6,600    ― 4 64

通 期 397,300  △1.7 20,600    ― 20,900    ― 20,700    ― 14 56

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す
る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項については、４ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 

（その他特記事項） 

①平成 20 年３月期の売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、合併後の三菱ＵＦＪニコス(株)の平成 20 年３月

期実績と、旧ＵＦＪニコス(株)の前期との比較増減率であります。また、平成 19 年３月期の売上高、営業利益等の

金額およびパーセント表示は、旧ＵＦＪニコス(株)の実績であります。 

②当社は平成 19 年４月 1日に（株）ディーシーカードとの合併により三菱ＵＦＪニコス（株）となっております。 
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種類株式の配当の状況 
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。 

 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 

 配当金総額 

（百万円） 

 
第 1 種優先株式 

円 銭

 
円 銭 

 

 
円 銭

 

 
19 年 3 月期 ― ― ― 0  00

3 

 20 年 3 月期 ― ― 0  00 ― 
21 年 3 月期 
（予想） 

― 
 

未定 未定 
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１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

  ①業績全般 

当連結会計年度では、国内の企業収益が伸び悩みつつも高水準で推移する中、個人消費の底堅い推移に

加え、医療費や公共料金等の現金決済市場分野へのカード決済の拡大など、当社グループの主要事業であ

るクレジットカードショッピングの取扱いは引き続き高い伸びを示しております。しかしながら、業種・

業態を超えた業界再編による競争の激化、改正の進む貸金業法や今後改正が見込まれる割賦販売法など当

業界環境の激変、貸倒関連費用の増加など、当社グループを取り巻く事業環境は一段と厳しさを増してお

ります。 

このような状況下、当社グループの当連結会計年度の業績は、次のとおりとなりました。 

 

【連結業績】                                                           （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

20 年３月期 

前連結会計年度 

19 年３月期 

前年比増減額 

（前年同期比） 

売 上 高 ４１９，１２９ ３６７，６１４ 
 ５１，５１４

（114.0％）

営 業 利 益 

（△は営業損失） 
△５０，９９７ １８，７７２ 

 △６９，７６９

（－）

経 常 利 益 

（△は経常損失） 
△５０，９５２ ２０，３１３ 

 △７１，２６５

（－）

当 期 純 利 益 

（△は当期純損失） 
△８５，６１８ △５２，１６９ 

 △３３，４４９

（－）

 

【売上高（営業収益）】 

売上高である営業収益は、4,191 億 29 百万円（前年同期比 114.0％）となりました。 

一昨年 10 月に合併した協同クレジットサービス株式会社分と昨年４月に合併した株式会社ディーシー

カード分が上乗せされたことに加え、稼働化を重視した新規クレジットカード会員を当期で 296 万人獲得

したことや有力地方銀行との提携による銀行本体発行カードの業務受託などを積極的に推進し、営業基盤

の拡大につとめた結果、総合あっせん・信用保証・その他のそれぞれの部門で増収となりました。 

 

     【営業利益・経常利益】 

     営業損失は 509 億 97 百万円、経常損失は 509 億 52 百万円となりました。 

     当社グループでは、利息返還請求の増加や今後の総量規制導入の影響が顕在化するなど、市場環境の変

化が顕著となってきたことを踏まえて、当連結会計年度において、貸倒引当金および利息返還損失引当金

の見直しをはかりました。具体的には、債務整理の増加などに伴う足許の貸倒関連費用の増加トレンド、

および今後の総量規制導入の影響による将来リスクを想定して、従来の引当率を補正した引当率に基づき

貸倒引当金を積み増すとともに、利息返還費用のピークを平成 20 年 3月期下期から平成 21 年 3月期上期

と保守的に予測し、利息返還に係る引当金を積み増しいたしました。加えて、市場環境の変化による債務

整理の増加などに伴う貸倒関連費用の増加等もあり、結果として、営業利益・経常利益ともに大幅な減益

となりました。 

 

     【当期純利益】 

     当期純損失は、856 億 18 百万円となりました。 

経常利益の減益に加え、当連結会計年度において特別損失として構造改革に伴う費用 640 億 49 百万円

を計上いたしました。 

      当社グループでは、昨年４月の新会社「三菱ＵＦＪニコス」発足後、構造改革による基盤固めと新会社

の強みを活かした事業モデルの構築による飛躍をめざしてまいりましたが、統合効果の早期実現と抜本的

構造改革による事業強化は、計画を上回る進捗状況にあります。これら計画の進展と新たな環境変化の影

響を踏まえて、当連結会計年度を新たな成長に向けた戦略年度と位置付け、今後の成長の障害になると想

定されるリスクを一気に解消するため、構造改革に伴う費用を計上したものです。 

   また、昨年 11 月８日に公表しました当期純損失の予想 1,118 億円と比べ 261 億 82 百万円（△23.4％）

損失が減少いたしましたが、これは本年３月 31 日に公表のとおり、米国Ｖｉｓａ Ｉｎｃ.のＩＰＯに伴

い、当社に割り当てられた株式の一部を発行体である同社が買入償還したことなどによるものです。  
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②主な部門別の状況 

［総合あっせん部門］ 

  当部門のクレジットカード事業では、３ブランドの持つ個性・強みを 大限に活用し、稼働化・メイ

ンカード化につながる良質な会員の獲得強化と利用促進強化につとめてまいりました。 

プロパーカードにつきましては、高稼働会員の獲得が見込めるインターネットルートを強化し、ネット

ユーザー向けカードである｢ＶＩＡＳＯカード｣を中心に、アフィリエイト方式による獲得を推進してまい

りました。また、ＵＦＪブランドにて既に展開していた、一般カードよりワンランク上のサービスを付帯

した「プレミオ」をＮＩＣＯＳブランドで投入するなど、商品・サービスの強化により優良会員の獲得を

はかってまいりました。「ＪＡカード」につきましては、ＪＡバンクを中核とした強固な顧客基盤の開拓

による会員獲得を推進してまいりました。 

提携カードにつきましては、東京電力株式会社やオートバックスグループなど業界を代表する大手企業

との提携が実現し、新たに 33 社との提携を行うとともに、新日本石油株式会社との提携カード｢ＥＮＥＯ

Ｓカード｣のリニューアルを行うなど、新規提携先の拡大ならびに既存提携先とのアライアンス強化によ

り新規会員獲得を推進してまいりました。 

法人カードにつきましては、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよびＪＡグループの法人顧客基盤

を活用した大企業向けコーポレートカードや当社の加盟店・個人会員基盤を活用した中小法人カードの

獲得強化をはかってまいりました。 
この結果、クレジットカード事業全体では、当期で 296 万人の新規会員獲得となりました。 

カード利用促進につきましては、公共料金、携帯電話、ＣＡＴＶ、新聞料金の支払など継続利用につな

がる課金決済の付着施策、大手加盟店とのタイアップや提携カードの特性を活かしたキャンペーンの実施、

会員属性やカード利用パターンに応じた販売促進メッセージを会員個々にフルカラーで刷り分ける「パー

ソナル利用明細書」の拡大など、マーケティングの高度化によるメインカード化を推進してまいりました。

また、毎月のお支払額を自由に設定できるサービス「楽Ｐａｙ」をＵＦＪブランド、ＮＩＣＯＳブランド

に加え、ＤＣブランドにも新規に導入するなど、利便性の向上を推し進め、稼働会員の増加をはかってま

いりました。 

加盟店の拡大につきましては、公立病院などの医療機関や、大阪市交通局、福岡市交通局など交通機関

との加盟店契約のほか、東京都水道局・横浜市水道局での水道料金や、日本生命保険相互会社との提携に

よる毎月の保険料のカード決済を開始するなど、医療・交通・公金といった生活に密着した現金マーケッ

トの開拓を進めるとともに、市場が拡大しているＥＣ分野につきましては、ＥＣ決済システムなど当社ソ

リューションの導入による加盟店拡大をはかってまいりました。 

また、非接触ＩＣ決済サービスの分野では、｢VisaTouch/Smartplus｣の発行拡大と同時に、コンビニエ

ンスストア大手のサークルＫ・サンクス全店舗で利用可能となるなど、利用加盟店も拡大してまいりまし

た。また、鉄道系電子マネーとの共用端末開発、および電子マネーアクワイアリング業務を開始するなど、

決済インフラの高度化や新たなビジネス拡大とともに、会員の利便性向上と売上高拡大をはかってまいり

ました。 

この結果、当部門の営業収益は 1,445 億６百万円（前年同期比 154.7％）となりました。 

 

［個品あっせん部門］ 

当部門のショッピングクレジット事業とオートローン事業では、採算性を重視した新規マーケットの開

拓と加盟店のリスク管理強化につとめるとともに、平成 20 年 4 月の株式会社ジャックスへの事業譲渡に

備え、お客さまの利便性を考慮し加盟店取引の円滑な承継につとめてまいりました。 

この結果、当部門の営業収益は 124 億 44 百万円（前年同期比 73.9％）となりました。 

 

［信用保証部門］ 

当部門の消費者ローン保証事業では、大手有力地銀を中心に既存商品のリニューアルを行い、良質債権

の確保につとめてまいりました。また、ＪＡグループとのアライアンス強化につとめ、カードローン「Ｊ

Ａらくらくキャッシュ」の取扱いは全国 38 道府県に拡大いたしました。 

この結果、当部門の営業収益は 274 億 60 百万円（前年同期比 108.6％）となりました。 
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［融資部門］ 

当部門の消費者ローン事業では、新規会員の創出、優良既存会員の活性化、再利用促進による良質債権

の拡大につとめてまいりました。 

利息制限法への対応として、平成 18 年 8 月に対応が完了いたしておりました「ＤＣカードキャッシン

グ」に加え、「ＮＩＣＯＳカードキャッシング」および「ＵＦＪカードキャッシング」においても、平成

19 年 4 月以降の新規ご利用分から利息制限法以内の貸出金利へ引き下げいたしました。カードローン「マ

イベスト」についても、貸出金利が利息制限法以内の商品である「マイベストビズ」の新規会員獲得と既

存会員に対する切り替えを促進してまいりました。 

また、新規会員の早期稼働化や未稼働会員への稼働化施策の展開により、優良会員の維持・拡大に取り

組んでまいりました。 

この結果、当部門の営業収益は 1,990 億 51 百万円（前年同期比 92.4％）となりました。 
 

［その他部門］ 

当部門では、ＦＣ（フランチャイズ）事業、ＴＰＰ（サード・パーティ・プロセシング）事業、集金代

行事業、ｅビジネスなどのフィービジネスの拡大をはかってまいりました。 

ＦＣ事業につきましては、銀行本体によるクレジットカード発行に関する業務受託先開拓を積極的に推

進し、本年度は新たに株式会社京都銀行、株式会社山口銀行、株式会社百五銀行の３行とＦＣ契約を締結

し、プロセシング業務を受託致しました。これにより、銀行本体発行の受託は株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行、株式会社千葉銀行、株式会社広島銀行、株式会社常陽銀行、株式会社静岡銀行、株式会社北洋銀行と

あわせて累計９行となり、当社ＦＣ事業は、従来のカード会社ＦＣと合わせ、50社・９行のフランチャイ

ジーを擁する規模となりました。また、さらなるビジネス拡大に向け、｢VisaTouch｣の発行・精算等の業

務をパッケージ化し、提供を開始いたしました。 

ＴＰＰ事業（クレジットカード業務の受託事業）につきましては、京阪電気鉄道株式会社の子会社であ

る株式会社京阪カード、小田急電鉄株式会社、株式会社アイワイ・カ－ド・サ－ビス、ヤフー株式会社、

西日本旅客鉄道株式会社のクレジットカード受託業務が順調に稼働しております。また、平成 20 年 1 月

からは、香港上海銀行との提携による同行の日本国内におけるクレジットカード業務を受託しております。 

集金代行事業につきましては、公金マーケットへのコンビニ収納の受託を積極的に行い、本年度は国税

庁のほか、52 の地方公共団体の受託をいたしました。また、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との連携を強化

し、口座振替業務受託で新規法人を 1,400 社獲得するとともに、株式会社かんぽ生命保険との提携を実現

し、平成 20 年４月より保険料口座振替業務の受託を開始することとなりました。 

e ビジネス分野につきましては、クレジットカード支払・コンビニ支払・電子マネー支払などネット上

の支払手段「５種類 22 決済」をワンパッケージにした「ＮＩＣＯＳ支払上手」が、他社にない決済商品

として引き続き順調に実績を伸ばしており、提携先企業は累計 4,400 社に達しております。 

この結果、当部門の営業収益は 330 億 89 百万円（前年同期比 228.8％）となりました。 

 

③次期の見通し 

   次期である今年度の国内経済は、雇用環境の緩やかな改善による個人消費の緩やかな増加も見込まれ、

引き続き堅調に推移するものと思われます。 

      当社といたしましては、新中期経営計画に基づく各施策・構造改革を確実に実行するとともに、三菱Ｕ

ＦＪフィナンシャル・グループおよびＪＡグループとの連携を一層強化することにより、業績の拡大をは

かってまいります。  

このような状況を踏まえ、次期の通期業績予想は以下のとおりといたします。 

       

    【平成 21 年３月期 業績予想】 

 連結業績予想 前年同期比 個別業績予想 前年同期比 

営 業 収 益 397,400 百万円 94.8％ 397,300 百万円 98.3％

営 業 利 益 20,700 百万円 － 20,600 百万円 －

経 常 利 益 21,500 百万円 － 20,900 百万円 －

当 期 純 利 益 21,200 百万円 － 20,700 百万円 －
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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 

資産の状況につきましては、過年度に取扱いを中止した住宅ローンの償還による信用保証割賦売掛金の

減少などがありましたが、株式会社ディーシーカードとの合併によりクレジットカード債権を中心とした

割賦売掛金が大幅に増加し、前連結会計年度末に比べ、総資産は 1,285 億円増加し 4兆 35 億 60 百万円と

なりました。 

負債および純資産の状況につきましては、昨年４月１日の株式会社ディーシーカードとの合併に伴い、

有利子負債が 2,028 億５百万円増加しましたが、同 11 月６日に株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループを引受先とする1,200億円の第三者割当増資を実施し、あわせて有利子負債の圧縮につとめました。         

この結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は、前年から 432 億 15 百万円増加し 1兆 5,582 億 41 百

万円となり、負債総額は 555 億 88 百万円増加し３兆 8,244 億 11 百万円となりました。また純資産は、当

期純損失の計上に伴い減少しましたが、第三者割当増資の実施により前連結会計年度末に比べ 729 億 12

百万円増加し 1,791 億 49 百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 362 億 46 百万円の収入（前年同期は 680 億 14 百万円の支出）

となりました。これは、主に、個品あっせん及び融資部門の取扱高の減少により割賦売掛金が減少したこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 258 億 22 百万円の収入（前年同期は 153 億 97 百万円の支出）

となりました。これはソフトウェア開発による支出があったものの、投資有価証券の売却と米国Ｖｉｓａ

Ｉｎｃ．株式の償還などにより収入が増加したことが主な理由であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 429 億 12 百万円の支出（前年同期は 635 億 60 百万円の収入）

となりました。これは、営業活動と投資活動の収入に加え、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ引き受けによる 1,200 億円の第三者割当増資を実施ししたことにより、有利子負債の返済に努めた結果

支出が増加したことが主な理由であります。 

この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 248 億 48 百万円増加し、当連結会計年度末

残高は 932 億 49 百万円となりました。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

当社では、株主の皆さまに対する利益還元を経営における 重要課題の一つと認識しており、会社の業

績に裏付けられた安定的な利益の配分を行うことを基本方針としております。また内部留保金につきまし

ては、株主資本を充実させ、企業体質をより一層強化させるために役立ててまいります。 

   当期の期末配当は、昨年９月 20 日に既に公表しておりますとおり、普通株式および第１種株式ともに

無配とさせていただきます。 

 

（４）事業等のリスク 

①信用リスク 

当社グループは顧客の信用情報に基づき厳格な初期・途上与信管理を行っておりますが、顧客の信用状

況は景気動向、雇用環境、個人所得の状況等の影響をうけ悪化し、当社の債権が回収不能となるリスクが

あります。このため、見積もりをこえるクレジットコストの増加により業績に影響を及ぼす可能性があり

ます 

 

②市場リスク 

<ア>調達金利の上昇リスク 

当社グループは金融機関からの借入、コミットメントラインの設定等の間接金融とコマーシャルペー

パー、社債発行等の直接金融を組み合わせ金利リスクの極小化に勤めていますが、調達金利の上昇によ

り業績に影響を及ぼす可能性があります。 

<イ>為替リスク 

当社グループは、資産の一部を外貨建てで保有しております。そのうち為替予約を付していないもの

については、円の価値が上昇した場合、損失が生じ業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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<ウ>投資有価証券の価格下落リスク 

当社グループは投資有価証券（市場流動性のある株式・市場流動性のない株式・政策株式・関連会社

株式）を保有しております。市場価格の下落や投資先の投資価値の毀損により評価損を計上し業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

③流動性リスク 

<ア>格付に係るリスク 

当社は、格付機関より格付を取得しコマーシャルペーパー、社債発行による資金調達を行っています。

格付の低下などにより必要な資金が確保できなくなる、あるいは、通常よりも高い金利での資金調達を

余儀なくされることにより業績に影響を及ぼす可能性があります。 

<イ>資金調達の財務制限条項に係るリスク 

  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が付されているも

のがあります。抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済することとなっており、当社の財務状

況等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④加盟店リスク 

契約加盟店の特定商取引法・消費者契約法等に係る違反等による消費者トラブルの発生から当社の信

用力が毀損された場合や個人への損害賠償責任等が発生した場合、これらの報道に基づく当社グループの

レピュテーショナルリスクの顕在化により業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤事務リスク 

当社グループは、カード事業等の運営に伴う多種大量の事務処理を行っております。その事務処理にミ

スや不正があった場合、その内容や規模によっては、お客様の信用や提携先の事業運営に影響を及ぼし、

損害賠償責任を問われることや社会的信用の失墜から業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥システムリスク 

当社グループは、システムの開発や各種データ処理等をシステムセンターで行っております。予想を超

えた大規模な地震等の災害が発生した場合や同センター周辺の社会インフラ（通信設備等）に大きな被害

が出た場合、周辺火災等により同センター自体に大きな被害が発生した場合、また、想定を超える障害が

発生した場合、システムが十分稼働できず、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦個人情報漏洩リスク 

当社グループは、お客様本人ならびに提携先からクレジットカードの申し込み等を受けているなど、事

業の内容から、大量の個人情報を扱っております。個人情報保護法が施行される以前から個人情報管理の

徹底を行い、万全な体制を整えてまいりましたが、システム等への不正侵入、搬送中の事故、外部委託先

または内部関係者等により個人情報の漏洩・紛失等が発生し、当社グループの信用力が毀損された場合や

個人への損害賠償責任等が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧法的リスク 

<ア>貸金業法等による影響 

当社グループのカード事業及び融資事業における貸付金利等は、「出資法」「利息制限法」及び「貸

金業法」の規制を受けておりますが、これらの法律が改正され、今後上限金利の引き下げ及び総量規制

などが実施される予定のため、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの貸付金から発生する貸付利息のうち、利息制限法に定められた上限利率を超え

て受領した利息部分について、顧客の請求により当該超過利息の返還が発生する場合があります。想定

を超える顧客請求の拡大による引当金の積み増しにより業績へ影響を及ぼす可能性があります。 

 <イ>割賦販売法等による影響 

    当社グループの主要事業であるカードショッピングは、「割賦販売法」の適用により、各種の業務規

制を受けており、法律の改正による業務規制の変更等があった場合、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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⑨危機管理リスク 

当社グループは、地震・災害・テロ・大規模な事故等の突発的な事象に備え、危機管理体制の構築なら

びに重要業務の継続を目的とした BCP（事業継続計画）を含むコンティンジェンシープランの策定による

対策訓練などを実施し、整備・強化を進めてまいりましたが、想定以上の危機事態が発生し、企業資産の

維持・事業の継続維持が困難な場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩内部統制構築上のリスク 

当社グループは法令等遵守を経営上の 重要課題のひとつと位置づけ、内部統制構築をはかっておりま

す。当社グループは株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループの重要な子会社として米国企業改革法に基

づく対応を実施するとともに、金融商品取引法上の財務報告に係わる内部統制についても対応を準備して

おります。 

また、会社法に基づく内部統制に関しても平成 18 年 5 月の施行後、その構築・維持に努めています。

以上のごとく当社グループは、適正な内部統制の構築・維持に努めていますが、予期しない問題が発生し

た場合、これが十分機能せず法令等に抵触する事案が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑪その他 

<ア>市場の競争激化によるリスク 

消費者信用産業は、数少ない成長市場と目されていることから、金融業界の再編に伴う統合・合併や

異業種の参入が相次いでおり、今後も増加するものと予想されます。また、同業他社との競合激化も相

俟って、加盟店手数料率等の低下を受け、収益力の悪化など業績に影響を及ぼす可能性があります。 

<イ>資本上位会社の政策変更に関するリスク 
当社は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下「ＭＵＦＧ」という）ならびに株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行の連結子会社であり、諸施策においてＭＵＦＧと協業しております。また、昨年

９月20日に、当社およびＭＵＦＧの取締役会において、当社が行う第三者割当増資をＭＵＦＧが全額引

き受けることを決議し、11月６日に実施いたしました。これに加え、当社およびＭＵＦＧは、当社の株

主総会の承認を前提として、本年８月を目処にＭＵＦＧが株式交換により当社を完全子会社とすること

について方針決定をしております。これにより、今後何らかの理由でＭＵＦＧの資本政策、協業政策に

変更が生じた場合、当社の業績や業務遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

  <ウ>その他のリスク 

    評判に関するリスク、重要な訴訟の発生に関するリスク等があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの一員として、連結財務諸表提出会社である三

菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「当社」という）および連結子会社６社、関連会社３社で構成されており、

クレジット事業を中心に、お客さまの多様なニーズに的確かつ迅速にお応えしてまいります。 

 

主な当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

 

 平成 20 年３月 31 日現在

 
 
 
 
 
 
 

 

そ の 他 事 業  

そ の 他 事 業  

※  カ ー ド ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス (株 )  

※  (株 )ヒ ュ ー マ ン リ ン ク  

※  (株 )デ ィ ー ・ シ ー ・ ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト  

○  エ ム ・ ユ ー ・ フ ロ ン テ ィ ア 債 権 回 収 (株 )  

業  
務  
委  
託  
等  

顧  

客  

顧  

客  

５  そ の 他  社  

ク レ ジ ッ ト 事 業  

(株 )三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行  

(株 )三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ グ ル ー プ  
親 

会 

社 
 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス (株 )  

  

※連結子会社 
○持分法適用 
 関連会社 

 
平成 19 年４月１日の株式会社ディーシーカードとの合併に伴い、新たに下記の会社が関係会社（連結 

子会社）となりました。 

（ア）名称 株式会社ディー・シー・ビジネスサポート 

（イ）住所 東京都渋谷区  

（ウ）資本金 30 百万円  

（エ）主な事業内容 人材派遣業 

     （オ）議決権に対する提出会社の所有割合 100.0％ 

     （カ）関係内容 当社へ人材派遣を行っている。当社の事務業務の一部を受託している。 

当社役員が監査役を兼任（１名）。当社の事務所を転賃貸している。     
  

10 
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３．経営方針 

   当社は、旧ＵＦＪニコス株式会社と旧株式会社ディーシーカードが、昨年４月１日に合併し、三菱ＵＦ

Ｊニコス株式会社として新たなスタートをいたました。本合併により、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループのリテール分野における中核会社として、今後当社、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび

既に提携を公表しておりますＪＡグループの強みの融合と前向きな戦略投資への転換により、お客さまを

起点とした新成長モデルを構築し、我が国における『総合カードビジネス No.１』を目指してまいります。 

   当社の経営方針は以下のとおりです。 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの一員として、以下の経営理念および経営ビジョンを、

経営戦略の策定や経営の意思決定の拠りどころとなる諸活動の基本方針と位置付けております。 

     

    【ＭＵＦＧ〈グループ経営理念〉】 

(1) お客さまの信頼と信用を旨とし、国内はもとよりグローバルにお客さまの多様なニーズに対し、的確

かつ迅速にお応えする。 

(2) 新分野の開拓と新技術の開発に積極的に取組み、革新的かつ高品質の金融サービスを提供する。 

(3) 法令やルールを厳格に遵守し、公明正大で透明性の高い経営を行い、広く社会からの信頼と信用を得

る。 

(4) たゆまぬ事業の発展と適切なリスク管理により、企業価値の向上を実現すると共に、適時・適切な企

業情報の開示を行い、株主の信頼に応える。 

(5) 地域の発展に寄与すると共に、環境に配慮した企業活動を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。 

(6) グループ社員が専門性を更に高め、その能力を発揮することができる、機会と職場を提供していく。 

 

    【経営ビジョン】 

      私たち三菱ＵＦＪニコスは、お客さまの多様なニーズに的確かつ迅速にお応えし、高い信頼を得る革新

的な金融サービスを開発・提供することにより、より豊かでより快適な社会の実現に貢献しつづけます。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社では、平成 20 年３月期を初年度とする４ヵ年の新中期経営計画を新たに策定し取り組みを開始し

ております。 

新中期経営計画は以下の４つの目標を経営指標としております。これまでの指標に加え新たな指標を導

入し、｢質｣｢量｣ともに｢総合カードビジネス No.１｣を目指し、取り組んでまいります。 

① 顧客支持 No.１ 

選ばれるカードブランドとなり、｢稼働会員数 1,800 万人｣、｢利用意向率 20％｣を目指します。 

② マーケットシェア No.１ 

市場規模拡大スピードを上回る成長戦略の実現により、｢ショッピング取扱高シェア 20％｣、｢ファイ

ナンス残高シェア７％｣を目指します。 

③ 収益力№.１ 

新中期経営計画の達成により、｢経常利益 459 億円｣、｢経常利益率 10％｣を目指します。 

④ 財務体質№.１ 

優良資産の積み上げにより、｢外部格付けＡ＋格付｣、「自己資本比率８％」、｢ＲＯＡ 1.4％｣を目指

します。 

 （注）利用意向率は当社調査に基づく指標になります。 

    ショッピング取扱高シェア＝当社取扱高÷主要カード会社 23 社のショッピング取扱高合計。 

    ファイナンス残高シェア＝当社残高÷民間金融機関を除く消費者ローン残高合計。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社では、一昨年 12 月に新会社「三菱ＵＦＪニコス」の「中期経営計画」を策定し、構造改革による基

盤固めと新会社の強みを生かした事業モデルの構築による飛躍を目指してまいりました。 

昨年４月の新会社発足後、業界を取り巻く環境が刻々と変化する中、「中期経営計画」で掲げた統合効果

の早期実現と抜本的構造改革による事業強化は、計画を上回る進捗状況にあります。 

この「中期経営計画」の進展と新たな環境変化の影響を踏まえて、今後の成長の障害になると想定される

リスクを一気に解消し、新たな出発となる新事業戦略を昨年９月に平成 20 年３月期から平成 23 年３月期ま

での、４ヵ年の「新中期経営計画」として策定しております。 
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＜新中期経営計画の骨子＞ 

 経営環境の変化を踏まえて、抜本的な構造改革を実現した上で、飛躍的な成長に向けて「顧客支持 No.

１」「マーケットシェア No.１」「収益力 No.１」「財務体質 No.１」の４つの「No.１」の達成をはかり、 

   真の意味での「総合カードビジネス No.１」を目指してまいります。 

①抜本的な構造改革の実現 

  個品割賦事業は、当社単独での事業採算改善に限界があることから、株式会社ジャックスに事業承継

し、経営資源をクレジットカード事業に集中いたしました。また、連結子会社である関連ニコス各社は

貸金業法改正など当業界環境の激変や債務整理の増加による貸倒関連費用の増加等により、各社単独で

の事業継続が困難な状況となりつつあることから、吸収合併しグループ全体の経営基盤をより強固なも

のといたしました。 

   これらの構造改革に加え、思い切った営業拠点・業務センターの統廃合の実施（平成 20 年度上期中

に 130 拠点から 47 拠点へ）と、大幅な人員削減の実施（平成 20 年 3 月末現在で約 2,400 名）により、

強靭なコスト構造を再構築いたします。 

また、今後のクレジットカード市場への積極的な対応を可能とするため、利息返還費用や環境変化に

起因する新たな貸倒費用の増加への対応を万全とすべく、保守的な引当金を積み増すことといたしまし

た。 

②新事業戦略 

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよびＪＡグループの強みを当社の強みと融合し、グループレ

ベルでのスケールメリットを発揮することにより、圧倒的な成長ポテンシャルを顕在化させるための、

新たな事業戦略を実行してまいります。 

  営業収益拡大の鍵を握るクレジットカード事業では、新カード事業戦略として、既に具体的な成果を

あげている公金・医療等、新成長市場の取り込みやリボ収入の強化等の施策に加え、次世代カード戦略

のコアブランドとして、新ブランド｢ＭＵＦＧ Ｃａｒｄ｣を立ち上げるとともに、ＪＡグループとの連

携をより深め、「ＪＡカード」を自社ブランドと同等の位置付けとした上で、顧客基盤の大幅な拡大を

めざします。 

  また、新ファイナンス事業戦略として、現在のファイナンス市場の変化をビジネスチャンスと捉え、 

新戦略と新規マーケットの開拓により、優良な貸出資産の積み上げをはかります。 

   ③財務基盤の強化 

  当連結会計年度における構造改革引当金等の計上により、毀損する自己資本をカバーし、今後の成長

戦略に必要な安定的な財務基盤を実現するために、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの引

き受けによる 1,200 億円の資本増強を実施いたしました。なお、別途合意予定の株式交換契約に定める

ところに従い、当社株主総会の承認を前提として、株式交換の方法により、当社が上場廃止のうえ株式

会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの完全子会社となる方針に関し基本合意いたしております。

また、農林中央金庫との資本・業務提携もさらに維持・発展していく方向で協議してまいります。 

 

上記の戦略を新中期経営計画の４年間において実行し、以下の数値目標の実現に取り組んでまいります。 

 

  平成 23 年３月期  営 業 収 益  4,623 億円 

           経 常 利 益   459 億円 

             当期純利益   457 億円 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社および当業界にとりましては、貸金業法や割賦販売法の改正に加え、利息返還請求の高止まりなど

厳しい状況が続いておりますが、当社では新中期経営計画における各施策の着実な遂行により、業界トッ

プクラス企業に相応しい収益規模を目指してまいります。 

 また、当社では、内部管理態勢の確立整備を経営の 重要課題のひとつと位置付け、総合リスク管理手

法の導入により、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等リスク管理全般に係る組織・態勢を整備する

など厳格なリスク管理を行うとともに、個人情報の安全管理ならびに法令遵守、社会規範の遵守を含めた

コンプライアンス経営と関連法令に係わる正確な財務報告態勢の一層の充実をはかってまいります。 
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（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

 

（ⅰ）株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループによる当社第三者割当増資の引受および両社間の株式交

換等 

平成19年９月20日開催の当社および株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下「ＭＵＦＧ」

という）の取締役会において、当社が行う第三者割当増資をＭＵＦＧが全額引き受けることを決議し、平

成19年11月６日に実施いたしました。また、当社およびＭＵＦＧは、当社の株主総会の承認を前提として、

ＭＵＦＧが株式交換により当社を完全子会社とすることについて方針決定し、具体的検討を開始すべく以

下のとおり合意いたしました。 

〔目的〕 

当社およびＭＵＦＧは以下の４点を目的に、当社が実施する1,200億円の第三者割当増資についてＭＵ

ＦＧが全額を引き受けること、また、別途合意予定の株式交換契約に定めるところに従い、株式交換の方

法により、当社が上場廃止のうえＭＵＦＧの完全子会社となる方針に関し基本合意し、平成19年11月６日、

第三者割当増資を実施いたしました。 

① 三菱ＵＦＪニコスの財務基盤を磐石なものとすること 

② 三菱ＵＦＪニコスを含めたＭＵＦＧグループの戦略的一体性・機動性をさらに高め、グループ内の経 

営資源の有効活用をはかること 

③ 銀行・信託・証券とならぶ、ＭＵＦＧグループ中核事業体としての三菱ＵＦＪニコスの位置づけを明 

確化すること 

④ 三菱ＵＦＪニコスの営むカード事業をＭＵＦＧのコンシューマーファイナンス事業における戦略的分 

野として、一層強化、育成すること 

併せて、当社は、平成20年３月期に見込まれる欠損金の補填とその後の機動的かつ適切な資本政策の運

営を実現するため、この第三者割当増資と同時に当該払込金額の「その他資本剰余金」への振替（株式発

行と同時の資本金の額および資本準備金の額の減少）を決議し、平成19年11月６日に実施いたしました。   

これらにより、ＭＵＦＧならびに「新生・三菱ＵＦＪニコス」は、従来とは異なる次元の戦略展開、サー

ビス提供を通じて、お客さま、株主の皆さま、ひいては社会からのご要請にお応えしていけるものと確信

しております。 

〔第三者割当増資の概要〕 

① 発行新株式数 普通株式 400,000,000株 

② 発行価額  １株につき300円 

③ 発行価額の総額 1,200億円 

④ 資本組入額 増加する資本金の額        600億円 

 増加する資本準備金の額    600億円 

⑤ 募集又は割当方法 第三者割当 

⑥ 申込期間 平成19年11月６日 

⑦ 払込期日  平成19年11月６日 

⑧ 新株券交付日 株券は交付しない 

⑨ 申込株数単位 1,000株 

⑩ 申込証拠金 該当事項なし 

〔「その他資本剰余金」の増加（株式発行と同時の資本金の額および資本準備金の額の減少）〕 

① 第三者割当増資と同時の資本金の額および資本準備金の額の減少の要領 

（ア）減少すべき資本金の額 

600億円。 

なお、本件第三者割当増資による資本金の増額と同時に資本金の額を減少いたしますので、資本金の

額の減少の効力発生日後の資本金の額が同日前の資本金の額を下回ることはありません。 

（イ）減少すべき資本準備金の額 

600億円。 

なお、本件第三者割当増資による資本準備金の増額と同時に資本準備金の額を減少いたしますので、

資本準備金の額の減少の効力発生日後の資本準備金の額が同日前の資本準備金の額を下回ることは

ありません。 

（ウ）資本金の額および資本準備金の額の減少の方法 

会社法第447条第３項に基づく株式発行と同時の資本金の額の減少の手続きおよび同法第448条第３

項に基づく株式発行と同時の資本準備金の額の減少の手続きによることとします。 

② 効力発生日       平成19年11月６日 

〔当社とＭＵＦＧ間の株式交換〕 
当社とＭＵＦＧによる株式交換（以下「本株式交換」という）については、別途合意予定の株式交換契

約に従い実行されるものとします。基本合意に至った事項は以下のとおりです。 
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＜本株式交換の要旨＞ 
① 日程 

平成 19 年９月 20 日 基本合意書締結 

平成 20 年５月下旬（予定） 株式交換契約書承認取締役会 

平成 20 年５月下旬（予定） 株式交換契約書の締結 

平成 20 年６月下旬（予定） 株式交換契約書承認株主総会（種類株主総会を含む） 

（必要があれば） 

平成 20 年８月１日（予定） 株式交換の効力発生日 
② 株式交換比率 

株式交換比率については、合理的な手法による評価を勘案し、外部機関の評価も踏まえて、今後協議

の上、決定します。 

  ＜独立評価委員会の設置＞ 

当社は、平成 19 年 11 月８日開催の取締役会において、本株式交換に関して、独立評価委員会を設置

することを決議しました。 

① 独立評価委員会設置の目的 

         当社取締役会は、本株式交換が、当社の親会社であるＭＵＦＧとの間で実施されるものであること 

     等に鑑み、本株式交換に関する当社の意思決定過程における利益相反を回避し、恣意的な判断がなさ 

     れないようにするとともに、株式交換の条件および手続きの公正性および合理性を担保することが、

当社株主の皆さまの利益を確保する観点から重要であると考えております。当社取締役会は、そのた

めの具体的な措置の一環として、独立した社外役員その他の第三者により構成される独立評価委員会

を設置することといたしました。当社取締役会は、かかる独立評価委員会に対して本株式交換に関す

る諮問を行い、その意見を 大限尊重して本株式交換に関する取締役会決議を行うことといたします。 

② 独立評価委員会委員の概要 

         独立性の高い社外取締役、弁護士、公認会計士の社外有識者計３名を独立評価委員会委員として選

任しております。 

 

（ⅱ）農林中央金庫との資本提携関係の維持・発展 
当社および農林中央金庫（以下「農林中金」という）、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

（以下「ＭＵＦＧ」という）、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行」という）は、

ＪＡバンクのリテール業務分野において、戦略的な業務・資本提携関係を構築しておりますが、今後、業

務・資本提携の一環である農林中金と三菱ＵＦＪニコスの資本提携関係について、維持・発展させる方向

で協議を進めることに合意いたしました。 

 （ア）業務・資本提携の概要 

当社および農林中金、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成 17年 11 月 14 日に締結した業務・資本提

携契約に基づき、ＪＡバンクのリテール業務に関し、カード業務、小口ローンの保証、身体認証機能を含

めた多機能ＩＣカード、遺言信託業務および遺産整理業務等、広範な分野において業務提携を行うととも

に、この業務提携を安定的かつ効果的なものとする観点から、以下の資本提携を行っています。 

ａ．農林中金によるＭＵＦＧ第八種優先株式 17,700 株と第十二種優先株式 22,400 株の保有 

ｂ．農林中金による当社第１回第１種株式 50,000,000 株の保有 

 （イ）今後協議する内容 

当社および農林中金、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行は、ＭＵＦＧによる当社の完全子会社化後におい

ても、農林中金と当社の資本提携関係を維持するとともに、これを機に、業務・資本提携をより緊密かつ

安定的なものとすることを目的として、農林中金による当社の持分法適用を視野に入れた協議を行ってま

いります。 

当社および農林中金、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行は、ＭＵＦＧと当社の間の株式交換契約締結まで

に、上記協議事項に関する基本合意を目指してまいります。 
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（ⅲ）当社連結子会社である関連ニコス各社との合併 

平成 19 年９月 20 日開催の当社取締役会において、当社子会社である青森ニコス株式会社、秋田ニコス 

株式会社、山形ニコス株式会社、岐阜ニコス株式会社、西日本ニコス株式会社および南日本ニコス株式  

会社（以上の子会社６社をまとめて「関連ニコス各社」という）を吸収合併することを決議し、同日、 

合併契約書を締結、本年１月１日に合併いたしました。合併契約の概要は以下のとおりです。 

 

〔合併の目的〕 

関連ニコス各社は、当社とほぼ同様の事業を展開しておりましたが、貸金業法の改正など当業界環境の

激変、債務整理の増加による貸倒関連費用の増加等大変厳しい経営を余儀なくされることが予想され、各

社単独での事業継続が困難な状況となりつつあることから、グループ全体の経営基盤をより強固なものと

することを目的に合併いたしました。 

〔合併契約の概要〕 

①合併の方法 

   三菱ＵＦＪニコスを存続会社とする現金交付型合併による吸収合併 

②合併後の会社名称 

   三菱ＵＦＪニコス株式会社 

③合併効力発生日 

平成 20 年１月１日 

④合併対価 

関連ニコス各社の少数株主への合併交付金は、合計で 31 億円 

⑤消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当ありません。 

⑥会社財産の承継 

   当社は、本効力発生日において、関連ニコス各社の全ての権利義務を承継します。 

⑦相手会社の規模 （平成 19 年３月期）                 （単位：百万円、人） 

 
青森ニコス 秋田ニコス 山形ニコス 岐阜ニコス

西日本 

ニコス 

南日本 

ニコス 

営業収益 3,252 4,010 2,783 2,797 2,496 15,785

経常利益 △462 △222 △251 △166 △161 △1,573

当期純利益 △1,105 △181 △804 △865 △838 △5,451

純資産額 50 9,801 3,499 428 185 2,809

総資産額 40,511 64,460 45,140 29,152 35,886 341,462

従業員数 76 98 58 45 44 318

    ⑧吸収合併存続会社の概要 

  （ア）資本金   109,312 百万円 

  （イ）事業内容  クレジットカード事業他 

⑨合併比率の算定根拠 

   当社は、第三者機関である三菱ＵＦＪ証券株式会社（以下「三菱ＵＦＪ証券」という）に関連ニコス各

社の合併対価の算定を依頼し、三菱ＵＦＪ証券より株価算定書を取得しました。同報告書では、関連ニ

コス各社について、ＤＤＭ法、修正簿価純資産法により、株価のレンジが報告されています。 

   当社はその算定結果を参考にして、関連ニコス各社と協議を行い、 終的に妥当と判断した合併対価で

ある旨、合意しました。 

 

（注）本合併は、会社法第 796 条第３項の規定に定める簡易合併に該当するため、当社においては株主総会 

による承認を得ることなく行っております。 

 



三菱ＵＦＪニコス（株） （8583） 平成 20 年３月期決算短信 

16 

（ⅳ）株式会社ジャックス、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループおよび株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行との業務・資本提携に係る基本合意 

平成 19 年９月 20 日開催の当社取締役会において、株式会社ジャックス（以下「ジャックス」という）、 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ（以下「ＭＵＦＧ」という）および株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行」という）との業務・資本提携に関する基本合意書締結を決議し、同

日基本合意書を締結いたしました。基本合意のうち、当社に関するものは以下のとおりです。          

〔目的〕 

当社およびジャックス、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行の４社は、それぞれの営業基盤を相互に活用す

るとともに、個品割賦市場、クレジットカード市場等において各社の強みを活かして、より信頼感のある

コンシューマーファイナンス事業を構築し、お客さまのニーズの拡大や多様化を受けた新たなビジネス

チャンスに対応するべく、緊密に協働・連携してまいります。 

これにより当社は、経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカードを主体とした収

益構造への大胆な転換を実現してまいります。また、ジャックスは、当社の伝統ある個品割賦事業の営

業基盤・ネットワークを承継するとともに、当社から事業運営に真に必要な人員・拠点等を承継すること

によりコストシナジー効果を発揮し、コスト競争力を圧倒的に高めることで、収益の拡大をめざしてまい

ります。 

加えて各社は、クレジットカード業務のプロセシングの共同化など、 も効率的に運用できるメカニズ

ムを構築することにより、それぞれのカード事業のコスト競争力を飛躍的に向上させます。さらに、クレ

ジットカード業務以外でも各社の強みを活かし、ノウハウ・ブランド・営業基盤等を結集してまいります。 

〔基本合意内容〕 

①個品割賦事業部門のジャックスへの承継 

（ア）承継する事業内容 ： ショッピングクレジット事業・オートローン事業・オートリース事業（い

ずれも信用保証を含みます。） 

（イ）事業承継の方法  ： 当社および当社の連結子会社の営む個品割賦事業に関する資産、負債およ

びこれに付随する権利・義務を、新設する完全子会社に対して吸収分割の

方法により承継し、当該子会社の株式全てをジャックスに譲渡いたしまし

た。 

（ウ）承継日      ： 平成 20 年４月１日 

（エ）譲渡損失     ： 120 億円  

（オ）承継従業員数   ： 335 名 

（カ）承継拠点     ： ５拠点 

②その他業務提携 

当社およびジャックス、ＭＵＦＧ、三菱東京ＵＦＪ銀行は、今後「業務提携委員会」を設置し、広範な

業務提携を具体化してまいります。 

 

（ⅴ）株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承継に伴う当社完全子会社への会社分割による事業承継および

当該子会社の株式譲渡 

平成 19 年 10 月 31 日開催の当社取締役会において、株式会社ジャックス（以下「ジャックス」という） 

との個品割賦事業の承継に係る株式売買契約（以下「 終契約」という）の締結を決議し、同日、契約書

を締結いたしました。 

本 終契約は、平成 19 年９月 20 日に締結したジャックスおよび株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループ、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との業務・資本提携に関する基本合意書に基づく、当社の個品割

賦事業のジャックスへの承継に関する契約となります。 

今回の個品割賦事業の承継につきましては、当社の完全（100％）子会社（以下「本件子会社」という）

に当社の個品割賦事業を吸収分割（以下「本件吸収分割」という）の方法により承継した上で、当該子会

社の株式全てをジャックスへ譲渡いたしました。 

  本 終契約の概要は以下のとおりです。 
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〔目的〕 

当社は、本件事業承継により経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカードを主体

とした収益構造への大胆な転換を実現してまいります。また、ジャックスは、当社の伝統ある個品割賦

事業の営業基盤・ネットワークを承継するとともに、当社から事業運営に真に必要な人員・拠点等を承継

することによりコストシナジー効果を発揮し、コスト競争力を圧倒的に高めることで、収益の拡大をめざ

してまいります。 

〔会社分割の要旨〕 

①分割の日程 

平成 19 年 10 月 31 日 終契約の締結 

平成 20 年１月 30 日 吸収分割契約書承認取締役会 

平成 20 年２月１日 吸収分割契約書の締結  

平成 20 年４月１日 吸収分割の効力発生日 

※本件吸収分割は、会社法 784 条第３項の規定に定める簡易分割に該当するため、株主総会の承認を得 

ることなく行っております。 

②分割方式 

当社を分割会社とし、本件子会社を承継会社とする吸収分割です。 

③分割により減少する資本金 

分割により減少する資本金はございません。 

④当社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権および新株予約権付社債は発行しておりません。 

⑤承継会社が承継する権利義務 

効力発生日における当社（分割会社）の個品割賦事業（ショッピングクレジット事業、オートローン事

業およびオートリース事業（いずれも信用保証を含みます。））に関する資産、負債、契約およびこれ

に付随する権利義務を承継いたします。 
    ⑥本件子会社の概要 

(ア)商号   ＪＮＳ管理サービス株式会社 

(イ)事業内容 割賦販売あっせん業務 

(ウ)設立年月日 平成 19 年 12 月３日 

(エ)本店所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号 

(オ)代表者の役職・氏名 

(カ)資本金 

(キ)決算期 

代表取締役社長 藤田 恭司 

20 百万円  

３月 31 日 

    ⑦本件吸収分割後の分割上場会社の状況 

(ア)商号   三菱ＵＦＪニコス株式会社 

(イ)事業内容 クレジットカード事業他 

(ウ)本店所在地 東京都文京区本郷三丁目 33 番５号 

(エ)代表者の役職・氏名 

(オ)資本金 

(カ)決算期 

代表取締役社長  大森 一廣  

109,312 百万円 

３月 31 日 

〔本件子会社株式のジャックスへの譲渡〕 

①異動の理由 

当社からジャックスへの個品割賦事業の譲渡のため。 

②異動の方法 

当社が保有する本件子会社の全株式をジャックスへ売却すること（以下「本件株式譲渡」という）によ

る。 

③異動する子会社の概要 

〔会社分割の要旨〕⑥本件子会社の概要のとおりです。 
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④株式の譲渡先および譲渡内容 

(ア)商号   株式会社ジャックス 

(イ)本店所在地 北海道函館市若松町２番５号 

(ウ)譲渡株式数 

(エ)金額 

(オ)発行済株式総数に対する割合 

20 株 

20,000,000 円 

100％ 

    ⑤本件株式譲渡前および譲渡後の当社の所有株式数および所有割合 

(ア)本件株式譲渡前の当社の所有株式数および所有割合 

所有株式数  20 株 

          所有割合        100％ 
 (イ)本件株式譲渡後の当社の所有株式数および所有割合 

所有株式数     ０株 
所有割合    ０％ 

⑥本件株式譲渡の日程 

平成 19 年９月 20 日   基本合意書の締結 

平成 19 年 10 月 31 日  終契約（本件株式譲渡に係る契約）承認取締役会 

平成 19 年 10 月 31 日 終契約の締結 

平成 20 年４月１日 株式譲渡実行日 

    ⑦今後の見通し 

商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金・決算期いずれも本件吸収分割および株式譲渡に伴

う変更はございません。 
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４．連結財務諸表 
 
（1）連結貸借対照表 

 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  68,400 93,249  

２ 割賦売掛金  1,786,088 2,053,853  

３ 信用保証割賦売掛金  1,923,384 1,755,613  

４ 繰延税金資産  20,755 30,479  

５ その他  89,310 131,529  

 貸倒引当金  △184,439 △234,345  

流動資産合計  3,703,499 95.6 3,830,379 95.7 126,879

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  14,391 13,161  

(2) 器具及び備品  1,743 3,146  

(3) 土地  16,376 15,492  

(4) その他  20,109 16,019  

有形固定資産合計  52,620 1.3 47,819 1.2 △4,801

２ 無形固定資産  58,111 1.5 71,326 1.8 13,214

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  27,357 21,123  

(2) 繰延税金資産  21,769 17,823  

(3) その他  11,920 15,374  

(4) 貸倒引当金  △220 △286  

投資その他の資産合計  60,827 1.6 54,035 1.3 △6,791

固定資産合計  171,559 4.4 173,181 4.3 1,621

資産合計  3,875,059 100.0 4,003,560 100.0 128,500
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  3,277 1,267  

２ 買掛金  120,707 228,179  

３ 信用保証買掛金  1,923,384 1,755,613  

４ 短期借入金  279,673 353,052  

５ １年以内に償還予定の 

  社債 
 ― 5,000  

６ １年以内に返済予定の 

  長期借入金 
 95,909 213,892  

７ コマーシャル・ペーパー  328,000 252,685  

８ 未払法人税等  3,034 933  

９ 割賦利益繰延  33,708 24,240  

10 賞与引当金  4,529 3,958  

11 ポイント制度引当金  5,007 7,463  

12 構造改革損失引当金  ― 22,865  

13 その他  132,206 176,862  

流動負債合計  2,929,440 75.6 3,046,015 76.1 116,575

Ⅱ 固定負債    

１  社債  40,000 40,000  

２ 長期借入金  771,443 693,611  

３ 退職給付引当金  7,460 4,332  

４ 役員退職慰労引当金  271 312  

５ 利息返還損失引当金  19,134 36,074  

６ ギフトカード回収 

    損失引当金 
 ― 2,623  

７ その他  1,074 1,439  

固定負債合計  839,382 21.7 778,395 19.4 △60,987

負債合計  3,768,822 97.3 3,824,411 95.5 

 
55,588
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  101,712 2.6 109,312 2.7 7,600

２ 資本剰余金  7,487 0.2 133,506 3.3 126,019

３ 利益剰余金  △11,854 △0.3 △66,259 △1.6 △54,404

４ 自己株式  △210 △0.0 △221 △0.0 △10

株主資本合計  97,134 2.5 176,338 4.4 79,204

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  5,336 0.1 3,454 0.1 △1,882

２ 繰延ヘッジ損益  △139 △0.0 △639 △0.0 △499

３ 為替換算調整勘定  58 0.0 △4 △0.0 △62

評価・換算差額等合計  5,255 0.1 2,811 0.1 △2,444

Ⅲ 少数株主持分  3,847 0.1 ― ― △3,847

純資産合計  106,237 2.7 179,149 4.5 72,912

負債純資産合計  3,875,059 100.0 4,003,560 100.0 128,500
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（2）連結損益計算書 

 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円)

Ⅰ 営業収益    

１ 総合あっせん収益  93,402 144,506  

２ 個品あっせん収益  16,843 12,444  

３ 信用保証収益  25,277 27,460  

４ 融資収益  215,527 199,051  

５ その他の収益  14,464 33,089  

６ 金融収益    

(1) 受取利息 1,720 2,111   

(2) 受取配当金 312 453   

(3) その他 65 2,098 12 2,576  

営業収益計  367,614 100.0 419,129 100.0 51,514

Ⅱ 営業費用    

１ 販売費及び一般管理費    

(1) 支払手数料 38,985 64,467   

(2) 貸倒引当金繰入額 115,745 152,154   

(3) 利息返還損失引当金 

繰入額 
16,371 28,391   

(4) 給料手当 51,214 53,046   

(5) 退職給付費用 417 872   

(6) その他 109,513 332,248 148,261 447,194  

２ 金融費用    

(1) 支払利息 16,034 22,467   

(2) その他 559 16,594 465 22,932  

営業費用計  348,842 94.9 470,127 112.2 121,284

営業損失(△) 

(営業利益) 
 18,772 5.1 △50,997 △12.2 △69,769

Ⅲ 営業外収益    

１ 保険配当金 564 389   

２ 負ののれん償却額 715 ―   

３ 持分法による投資利益 210 204   

４ 雑収入 49 1,540 0.4 33 627 0.1 △913

Ⅳ 営業外費用    

１ 株式交付費 ― 541   

２ 雑損失 ― ― ― 41 582 0.1 582

経常損失(△) 

(経常利益) 
 20,313 5.5 △50,952 △12.2 △71,265
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円)

Ⅴ 特別利益    

１ 投資有価証券償還益 620 26,506   

２ 投資有価証券売却益 ― 12,329   

３ 受取損害賠償金 ― 1,211   

４ 子会社適格退職年金制度 

    終了益 
― 620 0.2 237 40,284 9.6 39,663

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産売却損 222 52   

２ 固定資産処分損 721 393   

３ 減損損失 ― 6,607   

４ 構造改革損失引当金 

繰入額 
― 64,049   

５ ギフトカード回収損失 

引当金繰入額 
― 2,333   

６ 投資有価証券売却損 1 1,318   

７ 投資有価証券評価損 75 270   

８ 合併関連費用 3,682 1,107   

９ 大量退職に伴う 

退職給付費用 
― 662   

10 利息返還損失引当金 

繰入額 
14,076 ―   

11  その他 23 18,804 5.1 ― 76,796 18.3 57,991

税金等調整前当期純損失 

(△) 

(税金等調整前当期純利益) 

 2,128 0.6 △87,464 △20.9 △89,592

法人税、住民税 

及び事業税 
2,458 184   

還付法人税等 ― △1,586   

法人税等調整額 55,183 57,642 15.7 1,367 △34 △0.1 △57,676

少数株主損失  3,344 0.9 1,811 0.4 △1,532

当期純損失  52,169 △14.2 85,618 △20.4 33,449
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（3）連結株主資本等変動計算書 
 

 
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) 

101,712 6,519 44,480 △190 152,522

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △4,165  △4,165

 当期純損失  △52,169  △52,169

 自己株式の取得  △20 △20

 合併による増加  967  967

 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) 

― 967 △56,334 △20 △55,388

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

101,712 7,487 △11,854 △210 97,134

 
 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

7,083 ― △1 7,082 7,269 166,873

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △4,165

 当期純損失   △52,169

 自己株式の取得   △20

 合併による増加   967

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
(純額) 

△1,746 △139 59 △1,826 △3,421 △5,248

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△1,746 △139 59 △1,826 △3,421 △60,636

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

5,336 △139 58 5,255 3,847 106,237
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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19年３月31日残高 
(百万円) 

101,712 7,487 △11,854 △210 97,134

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 60,000 60,000  120,000

 資本金の減少に伴う 
 資本剰余金の増加 

△60,000 60,000  ―

 当期純損失  △85,618  △85,618

 自己株式の取得  △10 △10

 合併による増加 7,600 6,019 30,534  44,153

 連結範囲の変動に伴う 
 増加高 

 679  679

 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) 

7,600 126,019 △54,404 △10 79,204

平成20年３月31日残高 
(百万円) 

109,312 133,506 △66,259 △221 176,338

 
 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

5,336 △139 58 5,255 3,847 106,237

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行   120,000

 資本金の減少に伴う 
 資本剰余金の増加 

  ―

 当期純損失   △85,618

 自己株式の取得   △10

 合併による増加 8,527 △2 8,525  52,679

 連結範囲の変動に伴う 
 増加高 

  679

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額 
(純額) 

△10,409 △497 △62 △10,969 △3,847 △14,816

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△1,882 △499 △62 △2,444 △3,847 72,912

平成20年３月31日残高 
(百万円) 

3,454 △639 △4 2,811 ― 179,149
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 

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)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

比較 

増減 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純損失（△） 

（税金等調整前当期純利益） 
2,128 △87,464 △89,592 

減価償却費 18,279 22,950 4,670 

貸倒引当金繰入額 115,745 152,154 36,408 

利息返還損失引当金繰入額 30,448 28,391 △2,057 

受取利息及び受取配当金 △2,032 △2,564 △531 

支払利息 16,034 22,467 6,432 

投資有価証券売却益 ― △12,329 △12,329 

投資有価証券償還益 △620 △26,506 △25,885 

受取損害賠償金 ― △1,211 △1,211 

投資有価証券評価損 75 270 194 

構造改革損失引当金の増加額 ― 22,865 22,865 

減損損失 ― 6,607 6,607 

ギフトカード回収損失引当金 

繰入額 
― 3,671 3,671 

負ののれん償却額 △715 ― 715 

割賦売掛金の増加額 △200,018 △107,873 92,145 

その他流動資産の減少額 

（△は増加額） 
△28,019 4,610 32,629 

支払手形・買掛金の増加額 

（△は減少額） 
△5,433 23,061 28,495 

その他流動負債の増加額 10,121 10,736 614 

その他 △8,066 3,523 11,589 

小計 △52,071 63,360 115,431 

利息及び配当金の受取額 2,043 2,608 565 

利息の支払額 △15,757 △21,951 △6,194 

損害賠償金の受取額 ― 1,211 1,211 

法人税等の支払額 △2,229 △8,982 △6,753 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
△68,014 36,246 104,261 
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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)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

比較 

増減 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △2,721 △1,898 823 

有形固定資産の売却による収入 15 53 37 

投資有価証券の取得による支出 △24 ― 24 

投資有価証券の売却等による 

収入 
505 18,334 17,829 

投資有価証券の償還による収入 620 26,506 25,885 

ソフトウェア開発による支出 △15,954 △18,085 △2,130 

長期貸付金の回収による収入 1,000 ― △1,000 

その他投資の減少による収入 1,011 643 △367 

その他 151 267 115 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
△15,397 25,822 41,219 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出

（純額） 
△144,755 △10,177 134,578 

コマーシャル・ペーパーの 

発行及び償還による収入（純額） 
129,000 △95,000 △224,000 

長期借入れによる収入 276,861 87,923 △188,938 

長期借入金の返済による支出 △193,331 △142,021 51,309 

新株の発行による収入 ― 119,458 119,458 

自己株式取得による支出 △20 △10 10 

配当金の支払額 △4,165 ― 4,165 

少数株主への配当金の支払額 △27 ― 27 

その他 ― △3,084 △3,084 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
63,560 △42,912 △106,473 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △171 △154 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 

(△は減少)額 
△19,867 18,985 38,852 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 84,809 68,400 △16,409 

Ⅶ  連結範囲の変更に伴う現金及び 

現金同等物の増加額 
― 787 787 

Ⅷ  合併に伴う現金及び現金同等物の 
増加額 

3,458 5,076 1,617 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 68,400 93,249 24,848 
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（5）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）連結子会社数……６社 

主要な連結子会社の名称 …… カードビジネスサービス株式会社 

株式会社ヒューマンリンク 

株式会社ディー・シー・ビジネスサポート 

当連結会計年度中の増減 

・増  加 ……  ３社 

                  平成 19 年４月 1日の合併により、株式会社ディーシーカードの子 

会社を連結範囲に加えたもの 

          株式会社ディー・シー・ビジネスサポート 

          株式会社ディーシーカード・トレーディング 

                  会社設立によるもの 

          ＪＮＳ管理サービス株式会社 

・減  少 …… ７社 

合併によるもの 

青森ニコス株式会社 

秋田ニコス株式会社 

山形ニコス株式会社 

岐阜ニコス株式会社 

西日本ニコス株式会社 

南日本ニコス株式会社 

会社清算によるもの 

株式会社ディーシーカード・トレーディング 

 

（２）非連結子会社はありません。 

 

２． 持分法の適用に関する事項 

（１）持分法を適用した関連会社数  … ３社 

主要な会社の名称 ……………… エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 

 

（２）持分法を適用しない関連会社はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社は３社であり、12 月 31 日を決算日とする会社

が２社、6月 30 日を決算日とする会社が１社となります。 

連結財務諸表の作成に当っては、12 月 31 日を決算日とする会社については決算日現在の財務諸表を採

用し、6月 30 日を決算日とする会社については 12月 31 日にて仮決算を行った財務諸表を採用しており、

連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 

 

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 

（イ）有価証券 

満期保有目的の債券 ……  償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

(時価のあるもの) …… 連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定) 

(時価のないもの) …… 移動平均法による原価法 

（ロ）デリバティブ ………… 時価法 
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産 ………… 定額法 

 （会計処理の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号」及び｢法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号｣）に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

（追加情報） 

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、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

（ロ）無形固定資産 

(ソフトウェア) ……… 社内における利用可能期間に基づく定額法 
 

（３）繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 
 

（４）重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

割賦売掛金及び信用保証割賦売掛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。 

（ロ）賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

（ハ）ポイント制度引当金 

カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントの使用によ

り発生する費用負担に備えるため、当連結会計年度末における将来使用見込額を計上しております。 

（ニ）構造改革損失引当金 

業務構造改革に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失見積額を計上しております。 
（ホ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

なお、過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として６年）による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として 12 年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。 

（へ）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

（ト）利息返還損失引当金 

将来の利息返金の請求に備えるため、過去の返金実績率等を勘案した必要額を計上しております。 

（チ）ギフトカード回収損失引当金 

発行から一定期間経過後に収益へ計上したギフトカードについて、今後の回収に伴う支出に備え

るため、回収実績率等を勘案した必要額を計上しております。 

（追加情報） 

株式会社ディーシーカードとの合併を契機として金額的重要性が増したため、また「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第 42 号 平成 19 年４月 13 日）が公表され

たことを踏まえ、当連結会計年度より、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しておりま

す。 

なお、これにより営業損失及び経常損失は 289 百万円増加し、税金等調整前当期純損失及び当期

純損失は 2,623 百万円増加しております。 
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（５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

 

（６）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。 

    

（７）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）ヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理。なお、特例処理の要件を満たしている取引につ

いては特例処理によっております。 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象……借入金をヘッジ対象とした金利スワップ・オプション取引及び外 

貨建債権をヘッジ対象とした為替予約取引 

（ハ）ヘッジ方針……………………資金の調達に係る金利変動リスク及び外貨建資産・負債に係る為

替変動リスクを回避することを目的としてデリバティブ取引を利

用しております。 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法……ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動を比率分析

する方法によっております。 

 

（８）収益の計上基準 

（イ）顧客手数料……計上基準は期日到来基準とし、次の方法によって部門別に計上しております。 

        総合あっせん…主として残債方式           個品あっせん…主として７・８分法 

        信 用 保 証 …主として残債方式           融        資…残債方式 

なお、営業収益に含まれる流動化した債権に係る収益についても上記基準によって計上しており

ます。 

また、総合あっせん部門における収益計上基準は、従来、７・８分法が主でありましたが、株式

会社ディーシーカードとの合併により残債方式による割合が増加したため、主として残債方式に

よっているとの記載に変更しております。この変更による影響額はありません。 

（ロ）加盟店手数料…債権債務認識時に一括して計上しております。 

  （会計処理の変更） 

従来、加盟店との立替払契約履行時に一括して計上しておりましたが、株式会社ディーシーカー

ドとの合併を契機として計上基準を統一し、債権債務認識時に一括して計上することに変更してお

ります。この変更による影響額は軽微であります。 

 

（９）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。なお、固定資産に係る控除対象外

消費税等は、発生した連結会計年度の費用として計上しております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、20 年以内の効果が及ぶ期間にわたり均等償却しております。 

なお、金額に重要性のないものについては発生した年度において一括償却しております。 

 

７．連結キャッシュ･フロー計算書における資金の範囲 

資金は、手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 

 

８．その他連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

当社の連結財務諸表は「クレジット産業に係る会計基準の標準化について」（通商産業省産業政策局長

発 60 産局第 291 号）に基づいて作成しております。 
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（6）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 

 
（固定資産の減損に係る会計基準における資産のグルーピングの方法の変更） 

株式会社ディーシーカードとの合併を契機として、資産のグルーピング単位を、クレジット事業に係

る資産全体についてクレジット事業資産グループとするグルーピングから、管理会計上の区分として継

続的な収支の管理・把握を実施している各事業単位を基本としたグルーピングに変更しております。こ

の変更は、合併に伴い業務システムの選別を行ったこと及び構造改革の実施を行うことなどに伴う変更

であります。 

なお、この変更により営業損失及び経常損失は 1,085 百万円減少し、税金等調整前当期純損失及び当

期純損失は、4,174 百万円増加しております。 
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（7）連結財務諸表に関する注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 

 
前 連 結 会 計 年 度 

（平成 19 年３月 31 日） 
当 連 結 会 計 年 度 

（平成 20 年３月 31 日） 

１．部門別割賦売掛金残高   

総 合 あ っ せ ん 361,545 百万円 642,795 百万円 

個 品 あ っ せ ん 320,583 百万円 222,495 百万円 

融 資 1,103,960 百万円 1,188,562 百万円 

   

２．部門別割賦利益繰延残高   

総 合 あ っ せ ん 1,549 百万円 2,236 百万円 

個 品 あ っ せ ん 14,059 百万円 9,810 百万円 

信 用 保 証 18,099 百万円 12,192 百万円 

   

３．利息返還請求による損失見積額のうち 

割賦売掛金の充当に係る額 
26,612 百万円 43,524 百万円 

   

４．有形固定資産の減価償却累計額 35,759 百万円 38,645 百万円 

   

５．担保に供されている資産及び担保に係る債務   

(1)担保に供されている資産   

割 賦 売 掛 金 6,255 百万円 ― 百万円 

(2)担保に係る債務   

短 期 借 入 金 600 百万円 ― 百万円 

長 期 借 入 金 5,640 百万円 ― 百万円 

( う ち １ 年 以 内 返 済 予 定 額 ) (20 百万円) ( ― 百万円)

   

６．債権を流動化した残高   

総 合 あ っ せ ん 債 権 36,493 百万円 ― 百万円 

個 品 あ っ せ ん 債 権 1,657 百万円 ― 百万円 

融 資 債 権 172,310 百万円 47,440 百万円 

 



三菱ＵＦＪニコス（株） （8583） 平成 20 年３月期決算短信 
 

 33

（連結損益計算書関係） 

 
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 

当 連 結 会 計 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３月 31 日 

１．流動化した債権に係る収益 

総 合 あ っ せ ん 収 益 5,374 百万円 1,995 百万円 

個 品 あ っ せ ん 収 益 560 百万円 68 百万円 

融 資 収 益 92,244 百万円 37,915 百万円 

（注）収益の計上基準については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 

 

２．減損損失 

各資産グループにおける収益性の見直しを行った結果、投資の回収が見込めなくなったことに伴い、各

事業資産のうち一部の業務受託資産について、5,260 百万円の減損損失を計上しております。 

また、使用中止に伴い遊休資産となった一部の福利厚生施設等について、地価の大幅な下落により 1,346

百万円の減損損失を計上しております。 

上記減損損失の合計のうち、建物及び構築物は 1,063 百万円、器具及び備品は７百万円、土地は 399 百

万円、無形固定資産は 4,795 百万円、リース資産は 340 百万円であります。 

グルーピングの単位は、管理会計上の区分として継続的な収支の管理・把握を実施している各事業単位

を基本としております。 

回収可能価額の算定は、業務受託資産については使用価値により判定しており、将来キャッシュフロー

を 5.04%で割り引いて算定しております。また遊休資産については正味売却価額により判定しており、時価

の算定方法は不動産鑑定評価基準等を用いて正味売却価額から処分費用見込額を控除して算定しておりま

す。 

 

３．構造改革損失引当金繰入額 

平成 19 年９月 20 日に公表した当社の「新中期経営計画」に基づく業務構造改革の実行に伴い発生した

費用並びに今後発生が見込まれる費用及び損失であり、主として早期退職優遇制度、個品割賦事業譲渡、

拠点集約、関連ニコス再編等に係る費用であります。 

主な内訳は次のとおりであります。 

 割増退職金 33,276 百万円 

 減損損失 613 百万円 

 構造改革関連費用 30,159 百万円 

（減損損失） 

 当社は、子会社である関連ニコスから承継された一部の資産のうち遊休資産となったものについて、地

価の大幅な下落により 613 百万円の減損損失を計上しております。 

 上記金額の合計のうち、建物及び構築物は 137 百万円、器具及び備品は 2 百万円、土地は 473 百万円で

あります。回収可能額の算定は正味売却価額により判定しており、時価の算定方法は不動産鑑定評価基準

等を用いて正味売却価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 
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４．部門別取扱高 

（単位百万円 ： 未満切り捨て） 
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 

当 連 結 会 計 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 

 

至 平成 20 年３月 31 日 

年  度  別 

 

 

部  門 金    額 

増 減 金 額 

金    額 

総 合 あ っ せ ん 
3,906,667 
(3,901,852) 

6,344,748 
(6,340,086) 

2,438,081 
(2,438,234)

個 品 あ っ せ ん 
198,737 
(187,685) 

103,174 
(98,858) 

△95,563 
(△88,827)

信 用 保 証 
573,097 
(553,551) 

98,256 
(90,570) 

△474,841 
(△462,981)

融 資 
1,186,298 
(1,186,298) 

1,147,112 
(1,147,112) 

△39,186 
(△39,186)

そ の 他 18,336 31,937 13,601 

合 計 5,883,137 7,725,229 1,842,092 

（注）１．取扱高の（ ）内は元本取扱高であります。 
    ２．信用保証部門の当連結会計年度末における信用保証の極度貸し等に係る保証残高は 448,758

百万円であります。 
株式会社ディーシーカードとの合併を契機として取扱高の範囲の見直しを行い、当連結会計年度
より信用保証部門において極度貸し等に係る実行高については取扱高より除外しております。 
なお、この変更による場合の前連結会計年度における信用保証部門の取扱高は、327,758 百万円で
あります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
 
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 （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式(注１) 903,999,559 1,400,000 ― 905,399,559 

第 1 種株式 50,000,000 ― ― 50,000,000 

 合  計 953,999,559 1,400,000 ― 955,399,559 

自己株式     

普通株式(注２) 683,869 29,853 ― 713,722 

合  計 683,869 29,853 ― 713,722 

（注１）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成 18 年 10 月１日付で当社が協同クレジットサービス株式
会社と合併したことに伴い、協同クレジットサービス株式会社の普通株式１株に対して当社普通株
式 350 株を割当交付したことによるものであります。 

（注２）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りによるものであります。 

 

２.新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成 18 年 6 月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 3,613 4.00 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 29 日

平成 18 年 6 月 29 日 

定時株主総会 
第 1 種株式 552 11.04 平成 18 年 3 月 31 日 平成 18 年 6 月 29 日

 

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

該当事項はありません。 
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当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式(注１) 905,399,559 517,525,000 ― 1,422,924,559 

第 1 種株式 50,000,000 ― ― 50,000,000 

 合  計 955,399,559 517,525,000 ― 1,472,924,559 

自己株式     

普通株式(注２) 713,722 35,909 ― 749,631 

合  計 713,722 35,909 ― 749,631 

（注１）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成 19 年４月１日付で当社が株式会社ディーシーカードと合
併したことに伴い、株式会社ディーシーカードの普通株式１株に対して当社普通株式 30 株を割当交
付したこと及び平成 19 年 11 月６日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを割当先と
する第三者割当増資によるものであります。 

（注２）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りによるものであります。 

 

２.新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

該当事項はありません。 
 

（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。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 
前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
 
１．現金及び現金同等物の期末残高と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 68,400 百万円

現金及び現金同等物 68,400
 
２．重要な非資金取引の内容 

平成 18 年 10 月１日に合併した協同クレジットサービス株式会社より引き継いだ資産及び負債の内訳は

次のとおりであります。 

流動資産 18,243 百万円 

固定資産 128  

資産合計 18,372  

   

流動負債 16,419  

固定負債 204  

負債合計 16,623  
 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 
 
１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 93,249 百万円

現金及び現金同等物 93,249
 
２．重要な非資金取引の内容 

平成１9 年４月１日に合併した株式会社ディーシーカードより引き継いだ資産及び負債の内訳は次のと

おりであります。 

流動資産 534,151 百万円 

固定資産 38,098  

資産合計 572,250  

   

流動負債 433,094  

固定負債 86,476  

負債合計 519,571  

 
（セグメント情報） 
 
１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度について連結会社は、クレジットカード･ショッピングクレジット･

消費者ローン等の「クレジット事業」以外に、集金代行等の「その他事業」を営んでおりますが、全セグ

メントの売上高(営業収益)の合計、営業利益又は営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る「クレジット事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載を省略しております。 
 
２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、全セグメントの売上高(営業収益)の合計及び全セグメ

ントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 
 
３．海外売上高（営業収益） 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高(営業収益)は連結売上高(営業収益)の 10％

未満のため、記載を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

 
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） 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属 

性 
会社等の名称 

住 

所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権等

の被所有

割合（％）

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

資金の借入

(純額) 
△95,318 

短期借入金 

長期借入金 
コマーシャル・ 

ペーパー 

86,000

263,832

22,000資金

取引

利息の支払 4,622 
前払費用 

未払費用 

4

221

債務保証 ― 
信用保証 

買掛金 178,803

親 

会 

社 

(株)三菱東京 

ＵＦＪ銀行 

東京都 

千代田区

丸の内 

996,973 銀行業 

 

 

 

 

直接 

69.0 

 

 

 

(注)3 

 

― 

ＡＴＭ利用

提携 

 

ローン業務

提携 
各種

ローン

保証
保証料の

受取 1,107 

流動資産 

のその他 

（未収収益） 
95

（注）１．利率等は一般的取引条件によっております。 

なお、「信用保証買掛金」から発生する収益のうち、上記「保証料の受取」額については、 

ローン保証にあたり銀行より直接受け取る保証料額を記載しております。  

２．当社は株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。 

なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未使用残高は 124,000 

百万円であります。 

３．当社は、平成 19 年５月７日開催の取締役会において、平成 19 年４月１日を効力発生日とした 

当社と株式会社ディーシーカードとの合併により当社株式を取得した者に対し、第 80 回定時 

株主総会に係る議決権を付与することを決議いたしました。これにより、株式会社三菱東京 

ＵＦＪ銀行が、当社第 80 回定時株主総会において行使することができる議決権の、平成 19 年 

４月１日現在の当社総議決権個数に占める割合は 65.5％であります。 
 
 
（２） 兄弟会社等 

関係内容 

属 

性 
会社等の名称 

住 

所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の

内容 

又は 

職業 

議決権等

の被所有

割合（％）

役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

資金の借入

(純額) 
14,698 

短期借入金 

長期借入金 

コマーシャル・ 

ペーパー 

20,420

52,126

19,000

親 

会 

社 

の 

子

会

社 

三菱ＵＦＪ 

信託銀行(株) 

東京都 

千代田区

丸の内 

324,279 
信託 

銀行業 

 

 

 

― 

 

 

(注)2 

― ― 
資金

取引

利息の支払 674 
前払費用 

未払費用 

22

90

（注）１．利率等は一般的取引条件によっております。  
２．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（信託口）で2,109千株を保有 

しております。 
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当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日  至 平成 20 年３月 31 日） 
 
（１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属 

性 
会社等の名称 

住 

所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の

内容 

又は 

職業 

議決権等

の被所有

割合（％）

役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

第三者割当増資 

(注)3 
120,000 ― ― 

親 

会 

社 

(株)三菱ＵＦＪ

フィナンシャ

ル・グループ 

東京都 

千代田区

丸の内 

1,383,052 

銀行 

持株 

会社 

直接 

28.1 

間接 

47.6 

― ― 
株式譲渡 

売却代金 

売却益 

 

  8,331 

  6,710 

― ― 

資金の借入

(純額) 
87,481 

短期借入金 

長期借入金 
コマーシャル・ 

ペーパー 

200,000

272,174

88,895資金

取引

利息の支払 6,417 未払費用 209

債務保証

(純額) 
△61,233 

信用保証 

買掛金 245,649

親 

会 

社 

(株)三菱東京 

ＵＦＪ銀行 

東京都 

千代田区

丸の内 

996,973 銀行業 

直接 

47.1 

 

間接 

0.2 

転籍

7人 

ＡＴＭ利用

提携 

 

ローン業務

提携 
各種

ローン

保証
保証料の

受取 5,708 

流動資産 

のその他 

（未収収益） 
450

（注）１．利率等は一般的取引条件によっております。 

なお、「信用保証買掛金」から発生する収益のうち、上記「保証料の受取」額については、 

ローン保証にあたり銀行より直接受け取る保証料額を記載しております。  

２．当社は株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。 

なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未使用残高はございま 

せん。 

３．当社が行った第三者割当増資を株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが引き受けたもの 

であります。 
 
 
（２）兄弟会社等 

関係内容 

属 

性 
会社等の名称 

住 

所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権等

の被所有

割合（％）

役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

資金の借入

(純額) 
△30,909 

短期借入金 

長期借入金 

コマーシャル・ 

ペーパー 

10,000

57,650

7,986

親 

会 

社 

の 

子

会

社 

三菱ＵＦＪ 

信託銀行(株) 

東京都 

千代田区

丸の内 

324,279 
信託 

銀行業 

直接 

0.1 

 

(注)2 

― ― 
資金

取引

利息の支払 941 未払費用 113

（注）１．利率等は一般的取引条件によっております。 
２．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（信託口）で 3,241 千株を保有 

しております。 
   ３. 当社は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。なお、 

当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未使用残高は 10,000 百万円で
あります。 
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（退職給付関係） 
 
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．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、当社は企業年金基金制度、国内連結子会社は適格退職年金制度及び退職
一時金制度を設けております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 (平成 19年３月 31日) 
   

（１）退職給付債務（注）２ △43,125 百万円 
（２）年金資産 42,151  
（３）未積立退職給付債務 (１)+(２)    △974  
（４）未認識数理計算上の差異 120  
（５）未認識過去勤務債務 △6,599  
（６）連結貸借対照表計上額純額 (３)+(４)+(５) △7,452  
（７）前払年金費用 7  
（８）退職給付引当金（注）２ (６)-(７) △7,460  

（注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。    
２．執行役員等に対するものが退職給付債務及び退職給付引当金に 155 百万円含まれておりま 

す。 
 
３．退職給付費用に関する事項（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 
     

（１）勤務費用（注）１、２ 2,182 百万円 

（２）利息費用 846  

（３）期待運用収益 △1,374  

（４）数理計算上の差異の費用処理額 663  

（５）過去勤務債務の費用処理額 △1,900  

（６）退職給付費用 (１)+(２)+(３)+(４)+(５) 417  
（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「（１）勤務費用」に計上しております。 

２．執行役員等に対する退職給付費用 111 百万円は、「（１）勤務費用」に計上しております。 
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

（１）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（２）割引率  2.10％ 

（３）期待運用収益率  主として 3.50％ 

（４）数理計算上の差異の処理年数  主として 12年 

(当社グループは、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。) 

（５）過去勤務債務の処理年数 主として６年 

(当社グループは、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

按分した額を費用処理しております。) 
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当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日  至 平成 20 年３月 31 日） 
 
１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、当社は企業年金基金制度を設けております。なお、当連結会計年度にお
いて業務構造改革に伴う早期退職優遇制度の実施により大量退職が発生したため、「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）を適用し退職給付制度の一部終了に準
じた処理を行っております。 

国内連結子会社は適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平成 20年１月１日
の合併に伴い、適格退職年金制度及び退職一時金制度を廃止しております。なお、適格退職年金制度
の廃止については終了益を計上しております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 (平成 20年３月 31日) 
   

（１）退職給付債務（注）１ △30,170 百万円 

（２）年金資産 23,758  

（３）未積立退職給付債務 (１)+(２) △6,412  

（４）未認識数理計算上の差異 5,255  

（５）未認識過去勤務債務 △3,176  

（６）連結貸借対照表計上額純額 (３)+(４)+(５) △4,332  

（７）退職給付引当金（注）１ △4,332  
（注）１．執行役員等に対するものが退職給付債務及び退職給付引当金に246百万円含まれております。 

 
３．退職給付費用に関する事項（自 平成 19 年４月１日  至 平成 20 年３月 31 日） 
     

（１）勤務費用（注）１、２ 2,241 百万円 

（２）利息費用 886  

（３）期待運用収益 △1,412  

（４）数理計算上の差異の費用処理額 641  

（５）過去勤務債務の費用処理額 △1,483  

（６）退職給付費用 (１)+(２)+(３)+(４)+(５) 872  

（７）子会社適格退職年金制度終了益（注）３ △237  

（８）大量退職に伴う退職給付費用（注）４ 662  

（９）合計 (６)+(７)+(８) 1,298  
（注）１． 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「（１）勤務費用」に計上しております。 

２．執行役員等に対する退職給付費用 147 百万円は、「（１）勤務費用」に計上しております。 
３．子会社適格退職年金制度終了益を特別利益に計上しております。 
４．大量退職に伴う退職給付費用を特別損失に計上しております。 
 

４.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

（１）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（２）割引率  2.10％ 

（３）期待運用収益率  主として 3.50％ 

（４）数理計算上の差異の処理年数  主として 12年 

(当社グループは、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。) 

（５）過去勤務債務の処理年数 主として６年 

(当社グループは、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

按分した額を費用処理しております。) 
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（税効果会計関係） 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
（繰延税金資産）   

貸倒引当金及び貸倒償却 78,281 百万円 118,507 百万円 
利息返還損失引当金 7,764  14,620  
投資有価証券 717  13,217  
構造改革損失引当金 ―  9,267  
減損損失 ―  2,485  
退職給付引当金 2,907  1,755  
賞与引当金 1,836  1,605  
ギフトカード回収損失引当金 ―  1,063  
ポイント制度引当金 2,029  3,024  
繰越欠損金 78,136  36,355  
その他 7,435  12,844  
繰延税金資産小計 179,108  214,748  

評価性引当額 △  133,161  △164,286  
繰延税金資産合計 45,947  50,461  

 
（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △  3,556  △  2,158  
その他 ―  △0  
繰延税金負債合計 △  3,556  △  2,159  

繰延税金資産の純額 42,391  48,302  
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（企業結合等関係） 

 

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） 

（パーチェス法を適用） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称及び取得した議決権比率 

(1)被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業の名称 協同クレジットサービス株式会社 

事業の内容    クレジットカード事業 

(2)企業結合の主な理由 

クレジットカード事業の一体的運営により事業競争力を強化することを目的とする 

(3)企業結合日 

平成 18 年 10 月１日 

(4)企業結合の法的形式 

合併 

(5)結合後企業の名称 

ＵＦＪニコス株式会社（現三菱ＵＦＪニコス株式会社） 

(6)取得した議決権比率 

100％ 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成 18 年 10 月１日から平成 19 年３月 31 日 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価  

 ＵＦＪニコス普通株式 967 百万円 

取得に直接要した支出  

 アドバイザー費用等 65 百万円 

取得原価 1,032 百万円 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

(1)株式の種類及び交換比率 

協同クレジットサービス普通株式１株：ＵＦＪニコス普通株式 350 株 

(2)交換比率の算定方法 

ファイナンシャル・アドバイザーによる複数の評価方法を総合的に勘案して算定 

(3)交付株式数及びその評価額 

1,400,000 株   967 百万円 

５．発生した負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1)負ののれんの金額 

715 百万円 

(2)発生原因 

企業結合公表時の株価が、合併比率算定の基礎となる株価を下回ったため 

(3)償却方法及び償却期間 

当連結会計年度に一括して償却 

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1)資産の額 

流動資産（割賦売掛金等） 18,243 百万円 

固定資産 128 百万円 

(2)負債の額 

流動負債（短期借入金等） 16,419 百万円 

固定負債 204 百万円 
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当連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

（共通支配下の取引等） 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

引の概要 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称 ＵＦＪニコス株式会社（当社） 

②被結合企業 

名称 株式会社ディーシーカード 

事業の内容 クレジットカード事業 

(2)企業結合の法的形式 

ＵＦＪニコス株式会社を存続会社、株式会社ディーシーカードを消滅会社とする吸収合併 

(3)結合後企業の名称 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

ＭＵＦＧグループの中核カード会社である当社は、更なる企業価値向上の実現を目的として、同じくＭ

ＵＦＧグループの中核会社である株式会社ディーシーカードと合併いたしました。この合併により、

先端のソリューション提供力に加え、業界トップクラスの事業基盤と収益力も兼ね備えたクレジットカ

ード会社となります。 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準 三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理 (1)

共通支配下の取引」に規定する会計処理を適用しております。 

３．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1)資産の額 

流動資産（割賦売掛金等） 534,151 百万円 

固定資産 (投資有価証券等) 38,098 百万円 

(2)負債の額 

流動負債（買掛金等） 433,094 百万円 

固定負債（長期借入金等） 86,476 百万円 
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（1株当たり情報） 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 57.91円 

１株当たり当期純損失 57.71円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について 
は、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり 
当期純損
 

失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 57.91円 

１株当たり当期純損失 57.71円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について 
は、潜在株式は存在いたしますが、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）算定上の基礎 

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。 

項目 前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 106,237 179,149

普通株式に係る純資産額（百万円） 52,389 129,149

差額の主な内訳（百万円） 
少数株主持分 

第１種株式 

3,847
50,000

―
50,000

普通株式の発行済株式数（千株） 905,399 1,422,924

普通株式の自己株式数（千株） 713 749

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（千株） 

904,685 1,422,174

 

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
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)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（百万円） 52,169 85,618

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（百万円） 52,169 85,618

普通株式の期中平均株式数（千株） 903,998 1,182,848

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

種類株式（第１種株式） 

･･･発行株式数50百万株 

（発行価額50,000百万円）

種類株式（第１種株式） 

･･･発行株式数50百万株 

（発行価額50,000百万円）
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（重要な後発事象） 

 

（株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承継に伴う当社の完全子会社への会社分割による事業承継及び当

該子会社の株式譲渡） 

１．会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称、会社分割した事業の内容、事業承継及び株式譲渡

を行った主な理由、会社分割日及び株式譲渡日、法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要 
(1) 会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称 

 ① 会社分割による事業承継先企業の名称 

   名称 ＪＮＳ管理サービス株式会社 

 ② 株式譲渡先企業の名称 

   名称 株式会社ジャックス 

(2) 会社分割した事業の内容 

  個品割賦事業 

(3) 事業承継及び株式譲渡を行った主な理由 

当社は、本件事業承継により経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカードを主体と

した収益構造への大胆な転換を実現することを目的としております。 

(4) 会社分割日及び株式譲渡日 

  会社分割日 平成 20 年４月１日 

  株式譲渡日 平成 20 年４月１日 

(5) 法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要 

  当社の営む個品割賦事業に関する資産、負債及びこれに付随する権利・義務を、当社の完全子会社で

あるＪＮＳ管理サービス株式会社に対して分社型吸収分割の方法により承継し、当該子会社の株式全

てをジャックスに譲渡いたしました。 
２．実施した会計処理の概要 

  (1) 株式譲渡の会計処理 

    子会社株式の譲渡損失 12,020 百万円については、当連結会計年度末に計上している構造改革損失引

当金を同額目的使用しております。 

３．連結財務諸表における事業の種類別セグメントにおいて、当該承継した事業が含まれていた事業区分の

名称 

クレジット事業 

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている承継した事業に係る損益の概算額 

営業収益（個品あっせん、信用保証） 20,946 百万円 

当社は営業損益についてクレジット事業一体として管理しているため、分離した事業に係る営業損益

の記載をしておりません。 
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（開示の省略） 

 

リース取引・有価証券・デリバティブ取引に関する注記事項は、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．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  63,405 91,868  

２ 割賦売掛金  1,634,592 2,053,853  

３ 信用保証割賦売掛金  1,589,014 1,755,501  

４  有価証券  ― 30  

５ 前払費用  3,145 2,123  

６ 繰延税金資産  20,083 30,461  

７ 関係会社短期貸付金  56,981 ―  

８ 未収入金  ― 85,818  

９ その他  87,408 43,517  

10 貸倒引当金  △164,076 △234,395  

流動資産合計  3,290,553 95.0 3,828,779 95.7 538,226

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  13,839 13,025  

(2) 構築物  124 123  

(3) 器具及び備品  1,679 3,137  

(4) 土地  15,489 15,492  

(5) その他  17,969 16,019  

有形固定資産合計  49,103 1.4 47,798 1.2 △1,304

２ 無形固定資産    

(1) のれん  ― 1,096  

(2) 借地権  1,746 1,746  

(3) 商標権  12 10  

(4) ソフトウェア  55,316 67,354  

(5) その他  937 1,099  

無形固定資産合計  58,013 1.7 71,307 1.8 13,293

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  24,019 18,711  

(2) 関係会社株式  10,591 1,650  

(3) 出資金  265 136  

(4) 長期前払費用  3,094 5,499  

(5) 繰延税金資産  21,597 17,823  

(6) その他  7,955 9,715  

(7) 貸倒引当金  △220 △286  

(8) 関係会社投資損失引当金  △1,100 ―  

投資その他の資産合計  66,202 1.9 53,249 1.3 △12,953

固定資産合計  173,319 5.0 172,355 4.3 △964

資産合計  3,463,873 100.0 4,001,135 100.0 537,261
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  2,994 1,267  

２ 買掛金  117,453 228,179  

３ 信用保証買掛金  1,589,014 1,755,501  

４ 短期借入金  250,203 353,052  

５ 1年以内に償還予定の 
社債 

 ― 5,000  

６ 1年以内に返済予定の 

長期借入金 
 92,285 213,892  

７ コマーシャル・ペーパー  328,000 252,685  

８ 未払金  45,348 65,232  

９ 未払費用  1,106 1,308  

10 未払法人税等  990 876  

11 預り金  81,882 108,370  

12 割賦利益繰延  24,329 24,240  

13 賞与引当金  4,236 3,922  

14 ポイント制度引当金  4,919 7,463  

15 構造改革損失引当金  ― 22,865  

16 その他  2,077 1,865  

流動負債合計  2,544,843 73.4 3,045,725 76.1 500,881

Ⅱ 固定負債    

１  社債  40,000 40,000  

２ 長期借入金  499,344 470,661  

３ 関係会社長期借入金  259,674 222,950  

４ 退職給付引当金  6,275 4,332  

５ 役員退職慰労引当金  250 312  

６ 利息返還損失引当金  16,690 36,074  

７ ギフトカード回収損失 
引当金 

 ― 2,623  

８ その他  910 1,455  

固定負債合計  823,145 23.8 778,410 19.5 △44,734

負債合計  3,367,989 97.2 3,824,136 95.6 456,146
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  101,712 2.9 109,312 2.7 7,600

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金 1,086 7,106   

(2) その他資本剰余金 6,103 126,103   

資本剰余金計  7,190 0.2 133,209 3.3 126,019

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金 916 1,244   

(2) その他利益剰余金    

    別途積立金 ― 26,550   

繰越利益剰余金 △18,797 △95,891   

利益剰余金計  △17,881 △0.5 △68,116 △1.7 △50,235

４ 自己株式  △210 △0.0 △221 △0.0 △10

株主資本合計  90,810 2.6 174,183 4.3 83,373

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
差額金 

 5,213 0.2 3,454 0.1 △1,758

２ 繰延ヘッジ損益  △139 △0.0 △639 △0.0 △499

評価・換算差額等合計  5,073 0.2 2,815 0.1 △2,258

純資産合計  95,884 2.8 176,999 4.4 81,115

負債純資産合計  3,463,873 100.0 4,001,135 100.0 537,261
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（2）損益計算書 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円)

Ⅰ 営業収益    

１ 総合あっせん収益  90,454 142,110  

２ 個品あっせん収益  14,578 10,952  

３ 信用保証収益  20,036 24,050  

４ 融資収益 198,444 187,949  

５ その他の収益 
 

20,816 36,157  

６ 金融収益    

(1) 受取利息 2,146 2,626   

(2) 受取配当金 1,718 469   

(3) その他 65 3,931 12 3,108  

営業収益計  348,262 100.0 404,328 100.0 56,066

Ⅱ 営業費用    

１ 販売費及び一般管理費    

(1) 支払手数料 38,188 64,018   

(2) 貸倒引当金繰入額 104,586 137,052   

(3) 利息返還損失引当金繰入額 14,054 25,184   

(4) 給料手当 46,810 50,102   

(5) 退職給付費用 250 732   

(6) 賃借料 15,103 15,881   

(7) 委託加工費 21,185 35,784   

(8) 減価償却費 12,206 17,332   

(9) その他 55,357 307,744 77,981 424,070  116,325

２ 金融費用    

(1) 支払利息 15,526 22,078   

(2) その他 559 16,085 465 22,544  6,458

営業費用計  323,829 93.0 446,614 110.5 122,784

営業損失（△） 

（営業利益） 
 24,432 7.0 △42,285 △10.5 △66,718

Ⅲ 営業外収益    

１ 保険配当金 543 385   

２ 負ののれん償却額 715 ―   

３ 雑収入 27 1,286 0.4 28 413 0.1 △872

Ⅳ 営業外費用    

  １ 株式交付費 ― 541   

２ 雑損失 ― 31 573 0.1 573

経常損失（△） 

（経常利益） 
 25,718 7.4 △42,445 △10.5 △68,163
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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) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較 
増減 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円)

Ⅴ 特別利益    

１ 投資有価証券償還益 620 26,506   

２ 投資有価証券売却益 ― 12,329   

３ 関係会社株式売却益 ― 399   

４ 関係会社清算益 ― 133   

５  受取損害賠償金 ― 1,211   

６ 抱合株式消滅差益 ― 620 0.1 324 40,903 10.1 40,283

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産売却損 222 52   

２ 固定資産処分損 701 375   

３  減損損失 ― 6,607   

４ 構造改革損失引当金繰入額 ― 60,040   

５ ギフトカード回収損失 

  引当金繰入額 
― 2,333   

６ 投資有価証券売却損 1 1,318   

７ 投資有価証券評価損 70 267   

８ 関係会社株式評価損 ― 5,816   

９ 合併関連費用 3,682 1,107   

10 大量退職に伴う 

退職給付費用 
― 662   

11 利息返還損失引当金繰入額 12,746 ―   

12 関係会社投資損失 
引当金繰入額 

1,100 18,525 5.3 ― 78,582 19.4 60,056

税引前当期純損失（△） 

（税引前当期純利益）  
 7,813 2.2 △80,123 △19.8 △87,937

法人税、住民税 
及び事業税 

80 134   

法人税等調整額 53,113 53,193 15.2 511 645 0.2 △52,547

当期純損失  45,379 △13.0 80,769 △20.0 35,389
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（3）株主資本等変動計算書 
 
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 

その他 
利益 
剰余金 

 
資本金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
101,712 1,086 5,135 6,222 499 31,164 31,663

事業年度中の変動額   

   剰余金の配当  416 △4,581 △4,165

当期純損失     △45,379 △45,379

自己株式の取得       

合併による増加  967 967  

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） ― ― 967 967 416 △49,961 △49,545

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） 101,712 1,086  6,103 7,190 916 △18,797 △17,881

 

株主資本 評価･換算差額等 

 
自己株式 

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
△190 139,408 6,878 ― 6,878 146,287 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △4,165 △4,165 

当期純損失   △45,379  △45,379 

自己株式の取得 △20 △20  △20 

合併による増加  967 967 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額） 

   △1,665 △139 △1,805 △1,805 

事業年度中の変動額合計

（百万円） △20 △48,598 △1,665 △139 △1,805 △50,403 

平成 19 年３月 31 日残高

（百万円） △210 90,810 5,213 △139 5,073 95,884 
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当事業年度（自 平成 19 年４月１日     至 平成 20 年３月 31 日）                            

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 
剰余金 

 
資本金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
101,712 1,086 6,103 7,190 916 ― △18,797 △17,881

事業年度中の変動額   

新株の発行 60,000 60,000 60,000  

資本金及び資本準備金

の減少に伴うその他資

本剰余金の増加 
△60,000 △60,000 120,000 60,000  

当期純損失      △80,769 △80,769

自己株式の取得        

合併による増加 7,600 6,019 6,019 308 26,550 3,675 30,534

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） 7,600 6,019 120,000 126,019 308 26,550 △77,093 △50,235

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
109,312 7,106 126,103 133,209 1,224 26,550 △95,891 △68,116

 

株主資本 評価･換算差額等 

 
自己株式 

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

純資産 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
△210 90,810 5,213 △139 5,073 95,884 

事業年度中の変動額   

新株の発行  120,000 120,000 

資本金及び資本準備金

の減少に伴うその他資

本剰余金の増加 
 ― ― 

当期純損失   △80,769  △80,769 

自己株式の取得 △10 △10  △10 

合併による増加  44,153 8,527 △2 8,525 52,679 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
（純額） 

   △10,286 △497 △10,783 △10,783 

事業年度中の変動額合計

（百万円） △10 83,373 △1,758 △499 △2,258 81,115 

平成 20 年３月 31 残高 

（百万円） 
△221 174,183 3,454 △639 2,815 176,999 
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（4）重要な会計方針 
 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(１)満期保有目的の債券 …………… 償却原価法(定額法) 

(２)子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 

(３)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 
 
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
 

３．固定資産の減価償却の方法 

(１)有形固定資産 …… 定額法 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年３月 30 日 法律第６号」及び｢法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30 日 政令第 83 号｣）に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

（追加情報） 

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、償却可能限度額まで償却が終了した翌事

業年度から 5年間で均等償却する方法によっております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

(２)ソフトウェア…… 社内における利用可能期間に基づく定額法 
 

４．繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 
 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 
 

６．引当金の計上基準 

(１)貸倒引当金 

割賦売掛金及び信用保証割賦売掛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。 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

(３)ポイント制度引当金 

カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントの使用により発生

する費用負担に備えるため、当事業年度末における将来使用見込額を計上しております。 

(４)構造改革損失引当金 

業務構造改革に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失見積額を計上しております。 

(５)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

なお、過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６

年）による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 12 年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(６)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。 
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(７)利息返還損失引当金 

将来の利息返金の請求に備えるため、過去の返金実績率等を勘案した必要額を計上しております。 

(８)ギフトカード回収損失引当金 

発行から一定期間経過後に収益へ計上したギフトカードについて、今後の回収に伴う支出に備えるため、

回収実績率等を勘案した必要額を計上しております。 

（追加情報） 

株式会社ディーシーカードとの合併を契機として金額的重要性が増したため、また「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号 平成19年４月13日）が公表されたことを踏まえ、

当事業年度より、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。 

なお、これにより営業損失及び経常損失は289百万円増加し、税引前当期純損失及び当期純損失は2,623

百万円増加しております。 

 

７．収益の計上基準 

(１)顧客手数料……計上基準は期日到来基準とし、次の方法によって部門別に計上しております。 

総合あっせん…主として残債方式               個品あっせん…主として７・８分法 

信 用 保 証 …主として残債方式               融        資…残債方式 

なお、営業収益に含まれる流動化した債権に係る収益についても上記基準によって計上しております。 

また、総合あっせん部門における収益計上基準は、従来、７・８分法が主でありましたが、株式会社デ

ィーシーカードとの合併により残債方式による割合が増加したため、主として残債方式によっていると

の記載に変更しております。この変更による影響額はありません。 

(２) 加盟店手数料…債権債務認識時に一括して計上しております。 

 （会計処理の変更） 

従来、加盟店との立替払契約履行時に一括して計上しておりましたが、株式会社ディーシーカードとの

合併を契機として計上基準を統一し、債権債務認識時に一括して計上することに変更しております。こ

の変更による影響額は軽微であります。 

 

８．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

９．ヘッジ会計の方法 

(１)ヘッジ会計の方法 ………… 繰延ヘッジ処理。なお、特例処理の要件を満たしている取引については特

例処理によっております。 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 … 借入金をヘッジ対象とした金利スワップ・オプション取引及び外貨建債権

をヘッジ対象とした為替予約取引 

(３)ヘッジ方針 ………………… 資金の調達に係る金利変動リスク及び外貨建資産・負債に係る為替変動リ

スクを回避することを目的としてデリバティブ取引を利用しております。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 … ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動を比率分析する方法によ

っております。 

 

10．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、20 年以内の効果が及ぶ期間にわたり均等償却しております。 

なお、金額に重要性のないものについては発生した年度において一括償却しております。 

 

11．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(１)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。 

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は発生した事業年度の費用として計上しております。 

(２)当社の財務諸表は「クレジット産業に係る会計基準の標準化について」（通商産業省産業政策局長発 60

産局第 291 号）に基づいて作成しております。 
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（5）重要な会計方針の変更 
 

（固定資産の減損に係る会計基準における資産のグルーピングの方法の変更） 

株式会社ディーシーカードとの合併を契機として、資産のグルーピング単位を、クレジット事業に係る

資産全体についてクレジット事業資産グループとするグルーピングから、管理会計上の区分として継続的

な収支の管理・把握を実施している各事業単位を基本としたグルーピングに変更しております。この変更

は、合併に伴い業務システムの選別を行ったこと及び構造改革の実施を行うことなどに伴う変更でありま

す。 

なお、この変更により営業損失及び経常損失は 1,085 百万円減少し、税引前当期純損失及び当期純損失

は、4,174 百万円増加しております。  

 

（表示方法の変更） 

 （貸借対照表） 

１．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」（前事業年度末残

高 32,217 百万円）については、株式会社ディーシーカードとの合併により金額的重要性が増したた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「関係会社短期貸付金」（当事業年度末残高 51 百万円）に

ついては、金額的重要性がなくなったため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 
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（6）個別財務諸表に関する注記事項 
 
（貸借対照表関係） 

 前 事 業 年 度 
（平成 19 年３月 31 日） 

当 事 業 年 度 
（平成 20 年３月 31 日） 

１．部門別割賦売掛金残高   

総 合 あ っ せ ん  343,065 百万円  642,795 百万円

個 品 あ っ せ ん  276,110 百万円  222,495 百万円

融 資 1,015,416 百万円 1,188,562 百万円

   

２．部門別割賦利益繰延残高   

総 合 あ っ せ ん  1,336 百万円  2,236 百万円

個 品 あ っ せ ん  11,894 百万円  9,810 百万円

信 用 保 証 11,098 百万円 12,192 百万円

   

３．利息返還請求による損失見積額のうち 
割賦売掛金の充当に係る額 23,213 百万円 43,524 百万円

   

４．区分掲記されたもの以外のうち関係会社に対する資産  

現 金 及 び 預 金 ― 百万円 51,156 百万円

   

５．区分掲記されたもの以外のうち関係会社に対する負債  

短 期 借 入 金  86,000 百万円  200,000 百万円

1 年以内に返済予定の長期借入金 ― 百万円  49,224 百万円

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー ― 百万円  88,895 百万円

   

６．有形固定資産の減価償却累計額 32,798 百万円 38,618 百万円

 

７．債権を流動化した残高   

総 合 あ っ せ ん 債 権 36,493 百万円 ― 百万円

個 品 あ っ せ ん 債 権 1,657 百万円 ― 百万円

融 資 債 権 166,073 百万円 47,440 百万円

 
（損益計算書関係） 

 
前 事 業 年 度 

自 平成 18 年４月 1 日 

至 平成 19 年３月 31 日 

当 事 業 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 

至 平成 20 年３月 31 日 

１．流動化した債権に係る収益 

総 合 あ っ せ ん 収 益 5,374 百万円 1,995 百万円

個 品 あ っ せ ん 収 益 559 百万円 68 百万円

融 資 収 益 89,492 百万円 36,507 百万円

（注）収益の計上基準については、「重要な会計方針」に記載しております。 

 

 

２．減損損失 

各資産グループにおける収益性の見直しを行った結果、投資の回収が見込めなくなったことに伴い、各

事業資産のうち一部の業務受託資産について、5,260 百万円の減損損失を計上しております。 

また、使用中止に伴い遊休資産となった一部の福利厚生施設等について、地価の大幅な下落により

1,346 百万円の減損損失を計上しております。 

上記減損損失の合計のうち、建物 1,039 百万円、構築物は 23 百万円、器具及び備品は７百万円、土地

は 399 百万円、ソフトウェアは 4,795 百万円、リース資産は 340 百万円であります。 

グルーピングの単位は、管理会計上の区分として継続的な収支の管理・把握を実施している各事業単位

を基本としております。 

回収可能価額の算定は、業務受託資産については使用価値により判定しており、将来キャッシュフロー

を 5.04%で割り引いて算定しております。また遊休資産については正味売却価額により判定しており、時

価の算定方法は不動産鑑定評価基準等を用いて正味売却価額から処分費用見込額を控除して算定してお

ります。 
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３．構造改革損失引当金繰入額 

平成 19 年９月 20 日に公表した当社の「新中期経営計画」に基づく業務構造改革の実行に伴い発生した

費用並びに今後発生が見込まれる費用及び損失であり、主として早期退職優遇制度、個品割賦事業譲渡、

拠点集約、関連ニコス再編等に係る費用であります。 

主な内訳は次のとおりであります。 

 割増退職金 29,631 百万円 

 減損損失 613 百万円 

 構造改革関連費用 29,795 百万円 

（減損損失） 

  当社は、子会社である関連ニコスから承継された一部の資産のうち遊休資産となったものについて、

地価の大幅な下落により 613 百万円の減損損失を計上しております。 

上記金額の合計のうち、建物は 135 百万円、構築物は 2百万円、器具及び備品は 2百万円、土地は 473

百万円であります。回収可能額の算定は正味売却価額により判定しており、時価の算定方法は不動産鑑

定評価基準等を用いて正味売却価額から処分費用見込額を控除して算定しております 

 

４．部門別取扱高 
（単位百万円 ： 未満切り捨て） 

前 事 業 年 度 

自 平成 18 年４月 1 日 
至 平成 19 年３月 31 日 

当 事 業 年 度 

自 平成 19 年４月 1 日 

 

至 平成 20 年３月 31 日 

年  度  別  

 

 

部  門 金    額 金    額 

増減金額 

総 合 あ っ せ ん 
3,741,924 
(3,737,591) 

6,218,635 
(6,214,303) 

2,476,710 
(2,476,712)

個 品 あ っ せ ん 
171,958 
(162,511) 

91,276 
(87,700) 

   △80,681 
 (△74,810)

信 用 保 証 
478,735 
(462,345) 

82,631 
(76,099) 

 △396,103 
 (△386,245)

融 資 
1,109,461 
(1,109,461) 

1,100,690 
(1,100,690) 

   △8,770 
  (△8,770)

そ の 他 16,867 30,153   13,285 

合 計 5,518,948 7,523,387  2,004,439 

（注）１． 取扱高の（ ）内は元本取扱高であります。 
    ２． 信用保証部門の当事業年度末における信用保証の極度貸し等に係る保証残高は 448,758 百万

円であります。 
株式会社ディーシーカードとの合併を契機として取扱高の範囲の見直しを行い、当事業年度より信
用保証部門において極度貸し等に係る実行高については取扱高より除外しております。 
なお、この変更による場合の前事業年度における信用保証部門の取扱高は 277,564 百万円でありま
す。 
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（株主資本等変動計算書関係） 
 
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） 

株 式 の 種 類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 683,869 29,853 ― 713,722 

（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りによるものであります。 

 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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） 

株 式 の 種 類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 713,722 35,909 ― 749,631 

（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りによるものであります。 
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（税効果会計関係） 
 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
 前事業年度 当事業年度 
（繰延税金資産）   

貸倒引当金及び貸倒償却 72,461 百万円 118,507 百万円 
利息返還損失引当金 6,764  14,620  
投資有価証券 686  13,217  
構造改革損失引当金 ―  9,267  
減損損失 ―  2,485  
退職給付引当金 2,472  1,755  
賞与引当金 1,717  1,589  
ギフトカード回収損失引当金 ―  1,063  
ポイント制度引当金 1,993  3,024  
繰越欠損金 78,088  36,314  
その他 7,674  12,823  
繰延税金資産小計 171,860  214,670  

評価性引当額 △126,768  △164,226  
繰延税金資産合計 45,091  50,444  

 
（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △3,411  △2,158  
繰延税金負債合計 △3,411  △2,158  

繰延税金資産の純額 41,680  48,285  
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（企業結合等関係） 
  

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 

 協同クレジットサービス株式会社との合併についてはパーチェス法を適用しておりますが、その概要は、 

43 ページの「４．連結財務諸表」、「（7）連結財務諸表に関する注記事項」（企業結合等関係）における記載内

容と同一であるため、記載しておりません。 

 

当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

（共通支配下の取引等） 

 株式会社ディーシーカードとの合併 

44 ページの「４．連結財務諸表」、「（7）連結財務諸表に関する注記事項」（企業結合等関係）における

記載内容と同一であるため、記載しておりません。 

  

 当社連結子会社である関連ニコス各社との合併 

 １．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

引の概要 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①結合企業 

名称 三菱ＵＦＪニコス株式会社（当社） 

②被結合企業 

名称 秋田ニコス株式会社（一旦、秋田ニコス株式会社を存続会社として、青森ニコス株式会社、山形

ニコス株式会社、岐阜ニコス株式会社、西日本ニコス株式会社および南日本ニコス株式会社を消滅

会社として吸収合併） 

事業の内容 クレジット事業 

(2)企業結合の法的形式 

三菱ＵＦＪニコス株式会社を存続会社、秋田ニコス株式会社を消滅会社とする吸収合併 

(3)結合後企業の名称 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

関連ニコス各社は、当社とほぼ同様の事業を展開しておりましたが、貸金業法の改正など当業界環境の

激変、債務整理の増加による貸倒関連費用の増加等大変厳しい経営を余儀なくされることが予想され、

各社単独での事業継続が困難な状況となりつつあったことから、グループ全体の経営基盤をより強固な

ものとすることを目的として合併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準 三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理 (1)

共通支配下の取引」に規定する会計処理を適用しております。 
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（1 株当たり情報） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 50.72円 

１株当たり当期純損失 50.20円 
 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、 
潜在株式は存在いたしますが、１株当たり当期純 
損失であるため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 89.30円  

１株当たり当期純損失 68.28円  
 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式は存在いたしますが、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）算定上の基礎 

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。 

項目 前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計（百万円） 95,884 176,999

普通株式に係る純資産額（百万円） 45,884 126,999

差額の内訳（百万円） 
第１種株式 

50,000 50,000

普通株式の発行済株式数（千株） 905,399 1,422,924

普通株式の自己株式数（千株） 713 749

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式数の数（千株） 

904,685 1,422,174

 

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

損益計算書上の当期純損失（百万円） 45,379 80,769

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（百万円） 45,379 80,769

普通株式の期中平均株式数（千株） 903,998 1,182,848

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

種類株式（第１種株式） 

･･･発行株式数50百万株 

（発行価額50,000百万円）

種類株式（第１種株式） 

･･･発行株式数50百万株 

（発行価額50,000百万円）
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（重要な後発事象） 
  

（株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承継に伴う当社の完全子会社への会社分割による事業承継及び当

該子会社の株式譲渡） 

１．会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称、会社分割した事業の内容、事業承継及び株式譲渡を

行った主な理由、会社分割日及び株式譲渡日、法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要 
(1) 会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称 

 ① 会社分割による事業承継先企業の名称 

   名称 ＪＮＳ管理サービス株式会社 

 ② 株式譲渡先企業の名称 

   名称 株式会社ジャックス 

(2) 会社分割した事業の内容 

  個品割賦事業 

(3) 事業承継及び株式譲渡を行った主な理由 

当社は、本件事業承継により経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカードを主体と

した収益構造への大胆な転換を実現することを目的としております。 

(4) 会社分割日及び株式譲渡日 

  会社分割日 平成 20 年４月１日 

  株式譲渡日 平成 20 年４月１日 

(5) 法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要 

  当社の営む個品割賦事業に関する資産、負債及びこれに付随する権利・義務を、当社の完全子会社で

あるＪＮＳ管理サービス株式会社に対して分社型吸収分割の方法により承継し、当該子会社の株式全

てをジャックスに譲渡いたしました。 
２．実施した会計処理の概要 

  (1) 株式譲渡の会計処理 

    子会社株式の譲渡損失 12,020 百万円については、当事業年度末に計上している構造改革損失引当金を

同額目的使用しております。 

３．当事業年度の損益計算書に計上されている承継した事業に係る損益の概算額 

営業収益（個品あっせん、信用保証） 18,230 百万円 

当社は営業損益についてクレジット事業一体として管理しているため、分離した事業に係る営業損益

の記載をしておりません。 
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６．その他 

 

《 平成 20 年３月期 連結決算概要及び業績予想 》 

 

【 経営成績 】 

 （単位億円：未満切り捨て，％）

 期  別 平成19年 平成 20 年３月期 

 区  分 ３月期 業績予想 実績 
予想との

増減 

前年 

増減 
前年比 

※前年 

増減 

※前年

比 

 営 業 収 益 3,676 4,262 4,191 △70 515 114.0 △321 92.9

 営 業 費 用 3,488 4,701 1,212 134.8 403 109.4

 販管費（貸倒関連費用除く） 2,001 2,666 665 133.2 △18 99.3

 貸 倒 関 連 費 用 1,321 1,805 484 136.7 381 126.8

 金 融 費 用 165 229 63 138.2 39 121.0

 営 業 利 益 187 △550 △509 40 △697 ― △725 ―

 営 業 外 損 益 15 0 △14 2.9 △15 2.8

 経 常 利 益 203 △543 △509 33 △712 ― △741 ―

 特 別 利 益 6 402 396 ― 341 655.8

 特 別 損 失 188 767 579 408.4 545 345.9

 法 人 税 等 542 *１△18 △561 ― △575 ―

 当 期 純 利 益 △521 △1,118 △856 261 △334 ― △369 ―

 *１「法人税等調整額」、「法人税、住民税および事業税」、「還付法人税等」及び「少数株主損失」が含まれます。

 

【 取扱高 】 
 （単位億円：未満切り捨て，％）

期  別 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期   

 事  業   前年増減 前年比 ※前年増減 ※前年比

 カードショッピング 39,066 63,447 24,380 162.4 4,403 107.5

 カードキャッシング 10,669 10,658 △11 99.9 △1,719 86.1

 ショッピングクレジット 2,129 1,004 △1,125 47.2 △1,125 47.2

 オートローン 2,058 869 △1,189 42.2 △1,189 42.2

 消費者ローン *2 1,389 941 △447 67.7 △451 67.6

 その他 240 331 91 137.8 △42 88.8

合    計 55,553 77,252 21,698 139.1 △124 99.8

*2 平成 19 年３月期消費者ローンの取扱高から当該年度まで計上していた融資保証の取扱高 3,277 億円を除いており

ます。 

 

【 営業収益 】 

 （単位億円：未満切り捨て，％）

期  別 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期   

 事  業   前年増減 前年比 ※前年増減 ※前年比

 カードショッピング 940 1,447 507 153.9 61 104.5

 カードキャッシング 1,574 1,495 △79 95.0 △240 86.1

 ショッピングクレジット 190 129 △61 67.7 △61 67.7

 オートローン 136 113 △22 83.2 △22 83.2

 消費者ローン 733 681 △51 92.9 △122 84.8

 その他 191 381 189 198.7 29 108.5

 
流動化・提携シフトによる影

響額 
△92 △58 34 63.0 34 63.0

合    計 3,676 4,191 515 114.0 △321 92.9

 
※旧ＵＦＪニコス株式会社と旧株式会社ディーシーカードの下記期間の合算した場合の前年増減及び前年比となり

ます。 

  ・旧ＵＦＪニコス株式会社：平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日 

  ・旧株式会社ディーシーカード：平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日 
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【 財政状態 】 

 （単位億円：未満切り捨て） 
期  別  平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

 科  目   増減 

 資 産 38,750 40,035 1,285 

 現 金 及 び 預 金 684 932 248 

 割 賦 売 掛 金 17,860 20,538 2,677 

 
信用保証割賦売掛

金 
19,233 17,556 △1,677 

 繰 延 税 金 資 産 425 483 57 

 そ の 他 2,393 2,871 478 

 貸 倒 引 当 金 △1,846 △2,346 △499 

 負 債 37,688 38,244 555 

 買 掛 金 1,207 2,281 1,074 

 信 用 保証買 掛 金 19,233 17,556 △1,677 

 有 利 子 負 債 15,150 15,582 432 

 構造改革損失引当金 ― 228 228 

 利息返還損失引当金 191 360 169 

 そ の 他 1,905 2,234 328 

 純 資 産 1,062 1,791 729 

 （自己資本比率） (2.6％)  (4.5％)  (1.8％) 

 

【 キャッシュ・フロー 】 

 （単位億円：未満切り捨て） 
期  別  平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

 項  目   増減 

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △680 362 1,042 

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △153 258 412 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 635 △429 △1,064 

 計 △198 189 388 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
684 932 248 

 

【平成 21 年 3 月期 業績予想】 
（単位:億円，％）

 連結業績予想 前年比 個別業績予想 前年比 

営 業 収 益 3,974 94.8 3,973 98.3

営 業 利 益 207 ― 206 ―

経 常 利 益 215 ― 209 ―

当 期 純 利 益 212 ― 207 ―
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