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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 142,039 1.5 5,271 ― 6,278 ― 2,587 ―

20年3月期 139,912 △9.7 △8,020 ― △8,400 ― △9,758 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 14.78 ― 2.6 0.2 3.7
20年3月期 △65.90 ― △9.5 △0.3 △5.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  4百万円

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

21年3月期 3,024,588 97,849 3.2 558.74
20年3月期 2,788,607 99,538 3.6 568.30

（参考） 自己資本   21年3月期  97,833百万円 20年3月期  99,523百万円

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

21年3月期 94,774 △4,956 △124,126 93,526
20年3月期 58,022 △5,511 22,731 127,819

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 700 27.1 0.7

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 87.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

66,000 △10.0 1,200 △61.9 2,400 △26.1 △1,200 ― △6.85

通期 130,000 △8.5 3,500 △33.6 5,900 △6.0 800 △69.1 4.57
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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） 

(注) 詳細は、27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） 

(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、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 175,395,808株 20年3月期 175,395,808株

② 期末自己株式数 21年3月期  298,526株 20年3月期  270,098株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 132,392 △4.5 5,128 ― 3,741 ― 1,541 ―

20年3月期 138,618 △10.1 △8,310 ― △8,703 ― △9,971 ―

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

21年3月期 8.81 ―

20年3月期 △67.34 ―

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

21年3月期 2,880,707 95,215 3.3 543.78
20年3月期 2,794,352 97,951 3.5 559.32

（参考） 自己資本 21年3月期  95,215百万円 20年3月期  97,951百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。業績予想の前提となる仮定等については５ページ「１．経営成績(1)経営成 
績に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

64,300 △5.5 2,600 △21.0 2,600 18.5 △1,000 ― △5.71

通期 126,100 △4.8 5,800 13.1 5,800 55.0 800 △48.1 4.57
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1. 経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化に伴う、企業業績の悪化、雇用

調整や個人消費の減少など、実体経済への影響が顕在化する厳しい状況が続いております。 

当業界におきましては、景気の落ち込みに加えて、事業に関連する法令の改正も重なり、一段と厳

しい経営環境にあります。当社グループは、前連結会計年度は上場以来初めての経常損失となりまし

たが、このような過去に例のない厳しい環境の中で、黒字化と復配を 重要課題として中期３ヵ年経

営計画「VIC10（ヴィック・テン）」初年度の計画達成に向けて、取り組んでまいりました。 

  

当社単体では、クレジット事業は三菱ＵＦＪニコス株式会社から承継した加盟店が寄与したもの

の、加盟店リスクの回避と良質債権確保の観点から、加盟店取引の見直しと適正な与信を継続したこ

とに加え、特に年度後半に個人消費の冷え込みの影響を受け、取扱高計画は未達成となりました。  

 カード事業では、新規カード獲得にあたり、従来の大量発行モデルから、利用率の高い重点セグメ

ントに軸足を置いた戦略へ転換を図るとともに、リボショッピング残高の増加に注力するなど質の向

上に努めてまいりました。  

 ファイナンス事業は、住宅ローン保証のマーケットシェア維持に注力いたしました。 

 また、債権の回収においては、組織再構築の効果が現れ、未収債権の増加を抑えることができまし

た。 

この結果、取扱高および営業収益が下振れしたものの、営業費用、特に貸倒関連費用を大幅に削

減、経常利益、当期純利益ともに期初計画を上回ることができました。 

 組織面では、平成20年６月にコンプライアンス統括部を設置し、より一層のコンプライアンス態勢

強化に取り組みました。また、平成20年10月には、クレジット、カード、ファイナンス各部門を複合

横断的に企画、推進することを狙いとして、営業戦略本部を設けました。 

財務面においては、金融環境の混乱する中、コマーシャル・ペーパーから間接調達へ一部シフト、

また債権流動化を実施することにより調達の安定化を図りました。 

  

当社グループについては、当連結会計年度から連結子会社となりましたＪＮＳ管理サービス株式会

社が、当初の想定よりも貸倒関連費用が増加したことに加え、一部有税引当を実施したため、同社の

営業収益は113億１百万円、経常利益は４億71百万円、税引後当期純損失は９億46百万円となりまし

た。 

  

以上の結果、当社グループの業績は、連結取扱高２兆4,126億46百万円（前期実績２兆4,482億88百

万円）、連結営業収益1,420億39百万円（前期実績1,399億12百万円）、連結経常利益62億78百万円

（前期実績△84億円）、連結当期純利益25億87百万円（前期実績△97億58百万円）となりました。 

  

  

Ⅱ 定性的情報・財務諸表等

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

① 業績全般
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連結部門別取扱高 

 
  

カードショッピングにつきましては、取扱高は個人消費落ち込みの影響を受けたものの、リボルビ

ング払い拡大のためのプロモーション等の施策を継続的に実施した結果、リボショッピング残高は着

実に増加いたしました。 

会員数につきましては、大型スポーツ用品店、家電量販店、スポーツクラブなどの大手提携先から

の新規会員獲得は順調に推移いたしましたが、他方で利用率の低い提携カードの取引見直しや未稼働

会員の整理などを行った結果、在籍会員は微増となりました。 

また、ＥＴＣカード会員の獲得にも力を注ぐとともに、公共料金、携帯電話料金、医療費など、生

活関連分野のカード決済を促進、一会員あたりの取扱高増加に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当部門の取扱高は、7,231億26百万円（前期比1.2％増）となりました。 

三菱ＵＦＪニコス株式会社から承継した加盟店に加えて、ＭＵＦＧグループからの紹介による加盟

店との新規取引の開始など、営業面における提携効果が現れてきております。 

また、重点攻略分野である教育・医療・ブライダルに関しては、コンシュマーデスク（お客様と直

接クレジットの手続きを行う組織）の積極的な活用により、加盟店および取扱高が増加しておりま

す。加えて、住宅用太陽光発電システムなどの環境商品に対する取り組みとして、戦略プロジェクト

体制を組成いたしました。これにより、専門的なニーズに対しても対応することができ、「環境のジ

ャックス」をより強固なものへと進めております。 

オートローンにつきましては、三菱ＵＦＪニコス株式会社からの加盟店承継が寄与したほか、Ｊ－

ＰＡＣＣ（加盟店向けのＷＥＢ上での販売促進システム）を活用した据置ローンやカーリースにも注

力して拡大に取り組んでまいりました。しかしながら、ガソリン価格の高騰や金融危機の影響を受

け、国内自動車販売は大幅に減少、この影響を受けました。 

 一方で、加盟店関連リスクの回避として特定商取引法関連の加盟店を中心に取引の見直し、また、

収益改善を図るために加盟店との取引条件改定などを行ってまいりました。さらに、営業の効率化、

経費削減を図るため、宅配便業者と提携したクレジット申込書回収システム「Ｊ－Ｔｒａｎｓｓ」の

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

前期比
期 別 （自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

 部 門 別 金  額 構成比 金  額 構成比

％ ％ ％

総 合 あ っ せ ん 714,783 29.2 723,126 30.0 1.2

個 品 あ っ せ ん 325,794 13.3 306,343 12.7 △6.0

信   用   保   証 562,889 23.0 527,433 21.9 △6.3

融            資 251,888 10.3 211,317 8.7 △16.1

そ    の    他 592,933 24.2 644,425  26.7 8.7

合         計 2,448,288 100.0 2,412,646 100.0 △1.5

② 部門別の状況

（総合あっせん）

（個品あっせん）
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活用を積極的に推進いたしました。  

以上の結果、当部門の取扱高は、3,063億43百万円（前期比6.0％減）となりました。 

住宅ローン保証につきましては、投資用マンションの販売が堅調に推移したことから、取扱は計画

を達成し、保証残高を着実に積み上げることができました。 

 銀行個人ローン保証については、各地の金融機関との新規提携を積極的に展開いたしました。加え

て、住宅ローン利用者を対象とした多目的ローンやマイカーローンなど取扱は増えました。しかしな

がら、景気減速によるカードローン保証の減少の影響を受け、保証残高は微増となりました。 

また、審査部門を一元化し与信の見直しを実施した結果、代位弁済の増加の抑制が図れました。 

なお、オートローン保証については、国内自動車販売減少の影響を受けました。 

以上の結果、当部門の取扱高は、5,274億33百万円（前期比6.3％減）となりました。 

消費者金融市場は、貸金業法の改正に伴う収縮が続いており、当社のキャッシングにおいても影響

を受けました。加えて、与信の厳格化を進めました。       

 以上の結果、当部門の取扱高は、2,113億17百万円（前期比16.1％減）となりました。    

集金代行業務については、スポーツクラブ・各種スクールの会費及び賃貸管理会社からの家賃関連

の新規提携先が増加し取扱金額および取扱件数ともに堅調に推移いたしました。   

また、連結子会社につきましては、カーリース業務、人材派遣業務、サービサーなどの周辺業務の

取扱拡大に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当部門の取扱高は、6,444億25百万円（前期比8.7％増）となりました。 

 （次期の見通し） 

今後のわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化に伴う、企業業績や雇用情勢の悪化、個人消費の

落ち込みなど、あらゆる方面で実体経済に影響が広まるものとみられます。 

当業界におきましては、事業に関連する法令の改正も重なり一段と厳しい経営環境にあります。 

このような状況の中で、当社は第10次中期３ヵ年経営計画「VIC10」の２年目も、よりコンプライ

アンスを経営の基本にし、クレジット事業・カード事業のシナジー効果を活かすことと安定したファ

イナンス事業を含めた各事業の戦略に沿い、事業収益性の向上やコスト構造の抜本的な見直しを行う

ことで恒久的な利益確保が可能なビジネスモデルに転換し、計画達成に邁進する所存です。 

  

当社グループの次期の通期の見通しにつきましては、営業収益は1,300億円、経常利益は59億円、

当期純利益は８億円を見込んでおります。   

（信用保証）

（融資）

（その他）
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①資産・負債及び純資産の状況 

＜流動資産＞ 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、２兆9,539億38百万円となり、前連結会計年度と比較

して2,493億43百万円増加となりました。 

 これは、新たにＪＮＳ管理サービス株式会社が連結子会社となったことによる割賦売掛金及び信用保

証割賦売掛金の増加等によるものであります。 

  

＜固定資産＞ 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、706億49百万円となり、前連結会計年度と比較して133

億62百万円減少しました。 

 これは、新リース会計基準の適用による影響及び投資有価証券評価損の計上等によるものでありま

す。 

  

＜流動負債＞ 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、２兆4,723億４百万円となり、前連結会計年度と比較

して2,535億38百万円増加しました。 

 これは、新たにＪＮＳ管理サービス株式会社が連結子会社となったことによる信用保証買掛金及び短

期借入金等有利子負債の増加等によるものであります。 

  

＜固定負債＞ 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、4,544億34百万円となり、前連結会計年度と比較し158

億68百万円減少しました。 

 これは、長期借入金の減少等によるものであります。 

  

＜純資産＞ 

当連結会計年度末における純資産の残高は、978億49百万円となり、前連結会計年度と比較し16億89

百万円減少しました。 

 これは、その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 

なお、提携保証業務のうち保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、当該保証履行

限度額を保証債務残高と認識し、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。た

だし、提携金融機関が実施する債権流動化に伴い劣後受益権を取得している場合は、当該保証履行限度

額から劣後受益権相当額を控除しております。この結果、当連結会計年度末の信用保証割賦売掛金なら

びに信用保証買掛金は、当該契約しなかった場合と比較して、それぞれ5,016億58百万円少なく計上さ

れております。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ342億92百万円減少し、935億

26百万円となりました。 

 各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、947億74百万円（前年同期比367億52百万円増

加）となりました。 

 これは、売上債権の増加等によるものであります。 

 なお、提携保証業務の保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、①において記載の

とおりであり、当連結会計年度に係る売上債権のキャッシュ・フローの増加額及び仕入債務のキャッシ

ュ・フローの減少額は、当該契約としなかった場合と比較して、それぞれ60億７百万円多く表示されて

おります。 

  

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、49億56百万円（前年同期比５億55百万円増

加）となりました。 

 これは、有形及び無形固定資産、投資有価証券の取得による支出等によるものであります。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、1,241億26百万円（前年同期比1,468億57百万

円減少）となりました。 

 これは、コマーシャル・ペーパーの償還と短期借入金の減少等によるものであります。 

  

当社は、株主の皆様への安定的な利益還元は経営の重要課題と考えております。同時に、業績に見合

った利益還元を行う必要があることを認識しております。財務体質の強化、内部留保を図りつつ、当期

純利益や財務状況、配当性向などを総合的に判断して配当を行うことを利益配分に関する基本方針とし

ております。  

以上の基本方針をふまえ、平成21年３月期の期末配当は、１株あたり４円、年間１株あたり４円を予

定しております。 

平成22年３月期の配当に関しましては、１株あたり期末４円の年間４円を予定しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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① 信用リスク 

＜貸倒引当金増加リスク＞ 

破産および民事再生事件については以前との比較より減少傾向にありますが、貸金業法改正による

取立制限・過払金対応等の影響により、滞納債権が増加する可能性があります。    

また、提携先の業績悪化や特定商取引法改正による加盟店事故の発生が想定されます。これらによ

り、滞納債権が増加した場合、貸倒引当金を計上する必要があり、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

＜加盟店リスク＞ 

提携先の経営悪化や破綻により、当該提携先で当社を利用いただいたお客様に対する継続的役務の

提供の停止や商品未納などが発生する可能性があります。この場合、結果的に当社が損害を受け、業

績に影響を及ぼす可能性があります。  

② 市場関連リスク 

＜調達金利の上昇リスク＞ 

市場動向により調達金利は変動いたしますが、融資における適用金利、総合あっせん、個品あっせ

んにおける提携先およびお客様との取引条件は、同業他社との競合の状況などの様々な要因により総

合的に決定され、更に規約や契約書の変更を伴います。したがって、金利上昇分を全てあるいは直ち

に転化することは困難なため、調達金利の変動を伴う金融情勢の変化が、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。  

 平成21年３月末日における当社グループの調達全体（普通社債、コマーシャル・ペーパー含む）の

金利固定化比率（スワップを含む）は、64.6％です。当社は平成21年３月末日現在、日本格付研究所

株式会社（ＪＣＲ）、株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）の２社から、長期債は共に Ａ－、

コマーシャル・ペーパーはＪ－１（ＪＣＲ）、ａ－１（Ｒ＆Ｉ）の格付けを取得しております。ま

た、コマーシャル・ペーパーの発行限度額は3,000億円あり、当面の資金調達は困難なものではない

と考えております。しかしながら、当社グループの業績が悪化すれば、格付けや信用力が低下し、通

常より高い金利での資金調達を余儀なくされたり、資本市場や金融機関からの調達コストの上昇など

を招き、業績に影響を与える可能性があります。  

＜投資有価証券等の価格下落リスク＞ 

当社グループは、平成21年３月末日現在で181億円の投資有価証券（上場・非上場株式等）およ

び、432億28百万円の有形固定資産（土地・建物等）を保有しておりますが、市場価格の下落や投資

先の価値の毀損により評価損を計上する可能性があります。 

＜景気動向のリスク＞ 

当社グループが事業を展開する消費者信用ビジネスは、景気動向、特に個人消費などの動向によ

り、取扱状況に影響を与える可能性があります。また、景気低迷が長期化した場合や雇用環境が悪化

した場合などは、返済状況に影響を与え、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 事務リスク 

当社グループは事業の運営に際して、多種大量の事務処理を行っております。正確な事務処理を怠

ったことで事故や不正が発生した場合、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に

影響を与え、損害賠償責任や社会的信用の失墜を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

(4) 事業等のリスク
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④ システムリスク 

＜災害リスク＞ 

当社の基幹コンピュータシステム「ＪＡＮＥＴ」は、プロセス、Ｉ／Ｏ（入出力)、運用監視の３

つのシステムで構成しております。３つのシステムはいずれも運用委託会社が保有する情報センター

に設置しており、現在安定稼働を継続しております。  

 この情報センターは、経済産業省「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所」の業務

認定を取得しており、地震対策、電源の複数系統による供給と自家発電を装備しておりライフライン

の切断に対しても数日間の自家供給による稼働が可能になっております。 

なお、業務再開に必要なデータなどはバックアップを取り、情報センターとは60ｋｍ以上離れた別

の場所に保管しております。  

 また、Ｉ／Ｏセンターの処理に不測の事態があった場合に備えて、加盟店精算業務などの重要な業

務については、関係子会社での代替処理を可能にしております。その場合、臨時的な業務運用を行う

ため、お客様へのサービスに支障を来たす可能性があります。  

＜情報漏洩リスク＞ 

当社では、お客様の信用情報を含めた個人情報ならびに提携先との取引条件などの当社事業に関す

る情報は、大半を「ＪＡＮＥＴ」で一元管理しております。「ＪＡＮＥＴ」は専用ネットワークによ

り構築され、外部とのアクセスパスを一切遮断しておりますが、安全管理上、その他に次の様な対策

を実施しております。  

①「ＪＡＮＥＴ」端末機の機能は、設置場所、操作者の役職や職種に応じ、業務上必要な範 

囲の操作に制限した設定としております。 

②一連の端末操作は、操作履歴を取得し、正当な操作か否かをモニタリングしています。 

③端末機本体は全て施錠管理し、機器そのものの外部持ち出しができない状態にしていま 

す。 

④端末機には外部記憶媒体への入出力装置は付属させておらず、個人でのデータ持ち込みや 

反映、外部記憶媒体へのデータの書き出しや記録が行えない環境となっています。 

⑤システム開発、運用担当者によるシステムアクセスは、事前に操作可能なＩＤを申請、承 

認する手続きを要する他、使用後のＩＤ返却管理等を行っております。また、操作が適正に 

実施されているか日々監視しております。 

⑥「ＪＡＮＥＴホストシステム開発・保守・運用の管理業務」の範囲で、情報セキュリティ 

に関する国際規格である「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１：２００５」を取得しております。こ 

れにより情報セキュリティに関する施策を効果的に推進させることができております。  
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⑤ コンプライアンスリスク 

＜割賦販売法、特定商取引法＞ 

当社の総合あっせん、個品あっせん関連の事業は「割賦販売法」の適用を受けています。このた

め、当社は同法に基づき、北海道経済産業局に割賦購入あっせん業者の登録を行っています。また、

割賦販売法の適用を受けた場合、各種の規制（取引条件の表示、書面の交付、契約解除等に伴う損害

賠償の額、割賦購入あっせん業者に対する抗弁権、支払能力を超える購入の防止など）を受け、また

同法を基礎として発出される行政通達等も遵守しなければなりません。同法は「割賦販売等に係る取

引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通

及び役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与すること」を目的としており、当社はその

目的が正しく実践されるよう事業活動を行っています。なお、割賦販売法は平成21年６月に改正法が

成立し、平成21年秋頃に施行されることが見込まれています。改正によって、上記個別の規制内容も

変わり、今後制定される政省令や各種ガイドライン等の内容によっては個品あっせん関連事業にも大

きな影響が生ずる可能性があります。  

 また、当社の提携先の中に「特定商取引に関する法律」の適用を受ける先があります。同法は訪問

販売等特定の商取引について規制等を行い、取引の相手方である一般消費者の保護をはかることを目

的としています。当社は直接には同法の適用は受けませんが、提携先が同法に抵触するような方法で

商品販売や役務提供を行った場合、これに関連して当社と消費者との間で成立した個品あっせん契約

等にも深刻な影響が生じる可能性があります。なお、同法も改正割賦販売法と同時に改正され、同時

期に施行される予定です。 

＜貸金業法、出資法、利息制限法＞ 

当社の融資事業は「貸金業法」「出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の適用を

受けています。                     

 このため当社は、貸金業法に基づき、北海道財務局に貸金業登録を行っています。また、貸金業法

の適用を受ける融資事業は各種の規制（過剰貸付の禁止、貸付条件並びに標識の表示、書面の交付、

帳簿の備え付け、取立行為の規制、債権証書の返還など）を受けています。当社は融資事業の実行に

あたっては、それら規制に抵触することのないように業務を行っています。  

 なお、貸金業法は段階的施行となることから、融資業務に重大な影響を与えることが予想される事

項については、施行までの期間に十分な準備をして当該リスクの軽減に努めてまいります。 

＜銀行法＞ 

当社は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行から20％の出資を受け、持分法適用会社となっております。

そのため、今後の事業展開を行っていくうえで、銀行法で制約されている事業について何らかの制約

を受ける可能性があります。また、同法が改正された場合、当社または当社の連結子会社が行ってい

る事業について、制約を受ける可能性があります。 
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⑥ 個人情報関連リスク 

当社グループでは事業の性格上、個人信用情報を中心に大量の個人情報を取得し、且つ保有、利用

しております。個人情報保護法が施行される前から、その取扱は厳格に行っておりますが、万一当社

グループまたは業務委託先等から、個人情報の漏えいや紛失または不正利用等が発生した場合、当社

グループの信用毀損、損害賠償責任を招き、業績に影響を及ぼす恐れがある他、個人情報取扱事業者

として法令に違反した場合、勧告、命令等の行政処分を受ける可能性があります。  

 なお、当社グループではコンプライアンス統括部が中心となって、個人情報の適正な取扱い、安全

管理等の維持に努めております。また、当社および連結子会社４社は、財団法人日本情報処理開発協

会より、個人情報の保護レベルを評価するプライバシーマークの認証を取得し、実効性の確保に努め

ております。 

⑦ 災害・事件等のリスク 

地震、大規模な災害や事故などの突発的な事態に備えて、「大規模災害対応マニュアル」の整備、

「緊急対策協議会運営規程」の策定等、危機管理体制の構築に努めております。  

 ただし、想定以上の大規模な事態が発生し、当社グループの物的資産や人的資産に決定的な損害を

被った場合、結果的に事業の中断や継続維持が困難な状況に至る可能性があります。  

⑧ 関係会社リスク 

当社グループは、当社と子会社７社から構成されています。グループの連単比率は総資産では1.05

倍、営業収益では1.07倍（平成21年３月31日現在）となっており、当社グループの事業中、当社の占

める割合が極めて高いものとなっております。このため、連結子会社に関連する事業上のリスクが顕

在化した場合でも、直ちに当社グループ全体に大きな影響を及ぼすものではありませんが、万一、何

らかの事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 なお、三菱ＵＦＪニコス株式会社の個品割賦事業を承継した同社の100％子会社である「ＪＮＳ管

理サービス株式会社」の全株式を当社は平成20年４月１日付で取得し、当社の子会社といたしまし

た。この結果、今後、同社に何らかの事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。  

 なお、これらの「事業等のリスク」は、本決算短信の提出日現在において、当社グループで把握し

ている情報に基づいて、事業上リスクとなる可能性があると考えられる主要な事項を記載しておりま

す。  

 しかしながら、リスクの全てを網羅しているものではなく、将来の経済情勢や業界を取り巻く環境

の変化など、様々な不確定要因により新たなリスクが発生する可能性があります。  
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当社の企業集団は、当社と子会社７社で構成され、これらの主要な事業内容および当社グループにおけ

る位置づけは次のとおりであります。  

 
注 海外に子会社（非連結子会社）JACCS INTERNATIONAL(Hong Kong)Co.,Ltd.がありますが、営業活動は行ってお 

りません。 

  

2. 企業集団の状況

子会社（連結子会社）

ジャックス債権回収サービス株式会社 「債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー

法)」に基づき、サービサーとしての営業活動をしてお

り、当社貸倒償却債権の回収業務の受託等を行ってお

ります。また、人材派遣事業として当社への人材派遣

を行っております。

株式会社サポート  人材派遣業を行っており、当社にクレジット業務の人

材を派遣するほか、多様の業種、かつ多数の企業に対

して人材を派遣しております。

ジャックス・トータル・サービス株式会社 当社のカード会員を主な顧客として、損害保険・生命

保険の保険代理店業、通信販売を行っております。ま

た、当社什器・備品のリースを行っております。

ジャックス・ビジネスサポート株式会社 当社印刷物の版下作製および印刷物発注業務等を行っ

ております。

ジャックスカーリース株式会社 法人・個人向けカーリース業務を行っており、当社社

用車のリース業務を行っております。

ジャックス情報システムサービス株式会社 当社のコンピュータシステムの運営管理を受託してお

ります。

JNS管理サービス株式会社 三菱ＵＦＪニコス（株）の個品割賦事業を承継した会

社です。
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 当社は「信為萬事本（信を万事の本と為す）」を創業の精神とし、消費者ならびにお取引先をはじ

めとするステークホルダーの皆様の「信用」と「信頼」を大切にしながら、「お客様第一」の基本姿勢

で業務に取り組んでまいりました。 

また、当社の経営理念は 

① 消費者信用産業を基軸とし、すぐれたクレジットシステムを創造する  

② 消費者の豊かで満足感のある生活の実現に貢献する 

③ お取引先の業績向上に寄与する 

④ 何事にも熱意と誠意をもって取り組む  

の４項目を掲げております。 

消費者信用産業を取り巻く環境は激変しておりますが、今後も「創業の精神」を念頭に置き、上記

「経営理念」のもと、様々な環境の変化に迅速に対応し、企業価値の一層の向上に努めてまいります。

  

当社では、平成20年度から第10次中期３ヵ年経営計画「VIC10（ヴィック・テン）」をスタートしま

した。「VIC10」における平成22年度の経営指標は、営業収益1,611億円、経常利益114億円となってお

りますが、経営環境が激変していることから、現在修正を検討しています。  

  

第10次中期３ヵ年経営計画「VIC10（ヴィック・テン）」では、ＭＵＦＧグループとの業務・資本提

携を基盤に、消費者の安心安全と生活向上を実現する業界トップレベルのコンプライアンス体制を構築

するとともに、当社が長年培ってきた固有の強みと、提携により得られる新たな強みを 大限に活かし

た成長機会の獲得により、継続的な成長を実行してまいります。 

さらに、新しい時代のリテールファイナンス市場において、ステークホルダーの皆様から信頼と満足

を得られる特徴的な企業ブランドの構築をめざしてまいります。 

なお、当社の中長期ビジョンは以下の通りとなっております。 

 ①ステークホルダーにとっての新たな企業価値（Value）の創造 

  ②新しい時代のリテールファイナンス市場のリーダー（Initiative）となること 

  ③消費者視点でのコンプライアンス（Compliance）体制強化 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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貸金業法・割賦販売法・特定商取引法等の改正に加え、消費の大幅減少等の影響により、当社を取り

巻く経営環境は一段と厳しさを増しております。このような状況の中で、当社の対処すべき課題は、法

令遵守はもとより経済環境の変化に的確に対応することであると認識しております。 

そのためには、コンプライアンスを経営の基本に据えて、事業の収益性向上と構造改革によるコスト

削減、ＭＵＦＧグループと連携強化をより一層進め、経営基盤を更に強化することが急務であります。

  

①事業の収益性向上  

 ＜クレジット事業＞ 

  成長分野への投資や加盟店との良好な関係を築くとともに、適正な利益の確保を図ります。 

 ＜カード事業＞ 

  提携カードのコスト構造の見直しや利用率を高め収益の改善を図ります。 

 ＜ファイナンス事業＞ 

  住宅ローン保証残高を維持しつつ、市場が拡大する銀行個人ローン保証、集金代行業務を積 

  極的に取り組みます。 

  

②構造改革によるコスト削減 

 あらゆるコストを多面的に見直し、削減を図るとともに、営業体制・事務体制を全面的に見直 

  し、効率性、機能性を追求いたします。 

  

③ＭＵＦＧグループと連携強化 

 業務・資本提携効果をより一層高め、財務基盤・収益基盤の安定化をめざしてまいります。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円）

前連結会計年度

(平成20年３月31日)

当連結会計年度

(平成21年３月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 127,819 93,526

  受取手形 2 ―

  割賦売掛金 ※1,3 971,414 ※1,3 1,090,646

  信用保証割賦売掛金 1,595,735 1,740,180

  リース投資資産 ― 17,333

  繰延税金資産 9,784 7,376

  立替金 ― 25,573

  未収入金 ― 27,548

  その他 49,669 3,750

  貸倒引当金 △49,831 △51,997

  流動資産合計 2,704,595 2,953,938

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 ― 8,166

    減価償却累計額 ― ※2 △3,545

    建物及び構築物（純額） 4,905 4,620

   土地 15,004 14,988

   リース資産 ― 310

    減価償却累計額 ― ※2 △132

    リース資産（純額） 6,975 178

   その他 ― 1,493

    減価償却累計額 ― ※2 △885

    その他（純額） 497 608

   有形固定資産合計 ※2 27,383 20,395

  無形固定資産

   ソフトウエア 25,052 19,183

   その他 165 167

   無形固定資産合計 25,217 19,350

  投資その他の資産

   投資有価証券 21,500 15,135

   固定化営業債権 4,477 4,527

   長期前払費用 ― 735

   繰延税金資産 27 5,520

   差入保証金 ― 2,490

   前払年金費用 ― 4,974

   その他 8,584 840

   貸倒引当金 △3,179 △3,322

   投資その他の資産合計 31,410 30,903

  固定資産合計 84,011 70,649

  資産合計 2,788,607 3,024,588
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（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成20年３月31日)

当連結会計年度

(平成21年３月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形及び買掛金 53,148 42,560

  信用保証買掛金 1,595,735 1,740,180

  短期借入金 ※1 176,559 ※1 321,329

  1年内返済予定の長期借入金 ※1 71,080 ※1 114,655

  コマーシャル・ペーパー 193,500 116,400

  未払金 ― 4,284

  未払法人税等 383 2,668

  預り金 ― 42,159

  賞与引当金 2,211 2,478

  ポイント引当金 1,037 1,653

  割賦利益繰延 ※4 72,723 ※4 78,861

  その他 52,388 5,074

  流動負債合計 2,218,766 2,472,304

 固定負債

  社債 35,000 34,500

  長期借入金 ※1 430,226 ※1 405,281

  退職給付引当金 15 17

  役員退職慰労引当金 304 55

  利息返還損失引当金 344 1,399

  繰延税金負債 385 ―

  長期預り保証金 ― 3,246

  負ののれん ― 9,614

  その他 4,027 318

  固定負債合計 470,302 454,434

 負債合計 2,689,068 2,926,739

純資産の部

 株主資本

  資本金 16,138 16,138

  資本剰余金 30,468 30,468

  利益剰余金 49,888 52,476

  自己株式 △156 △162

  株主資本合計 96,339 98,921

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 3,352 △926

  繰延ヘッジ損益 △168 △161

  評価・換算差額等合計 3,184 △1,087

 少数株主持分 15 15

 純資産合計 99,538 97,849

負債純資産合計 2,788,607 3,024,588
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

営業収益

 総合あっせん収益 16,322 16,990

 個品あっせん収益 ※2 35,945 35,379

 信用保証収益 26,427 34,772

 融資収益 52,986 45,899

 その他の営業収益 ※3  7,769   8,219

 金融収益 460 778

 営業収益合計 139,912 142,039

営業費用

 販売費及び一般管理費 ※4,5 134,873 ※4,5 120,090

 金融費用

  借入金利息 9,627 13,135

  その他の金融費用 3,431 3,542

  金融費用合計 13,059 16,677

 営業費用合計 147,932 136,767

営業利益又は営業損失（△） △8,020 5,271

営業外収益

 持分法による投資利益 4 ―

 負ののれん償却額 ― 2,403

 雑収入 56 116

 営業外収益合計 60 2,520

営業外費用

 株式交付費 41 ―

 利息返還損失引当金繰入額 395 1,498

 雑損失 4 14

 営業外費用合計 440 1,512

経常利益又は経常損失（△） △8,400 6,278

特別利益

 投資有価証券売却益 103 43

 受取和解金 ※6 237 ―

 貸倒引当金戻入額 ― 3

 社債償還差益 ― 79

 特別利益合計 341 126

特別損失

 過年度役員退職慰労引当金繰入額 4 ―

 割増退職金 5,814 ―

 固定資産売却損 ※7 113 ※7 13

 固定資産除却損 ※8 59 ※8 21

 投資有価証券売却損 3 127

 投資有価証券評価損 1,352 1,530

 貸倒引当金繰入額 48 ―

 関連会社株式売却損 1 ―

 リース解約損 ― 0

 特別損失合計 7,397 1,693

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失（△）

△15,457 4,711

法人税、住民税及び事業税 231 2,818

法人税等調整額 △5,930 △695

法人税等合計 △5,699 2,123

少数株主利益 0 0

当期純利益又は当期純損失（△） △9,758 2,587
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

株主資本

 資本金

  前期末残高 11,651 16,138

  当期変動額

   新株の発行 4,486 ―

   当期変動額合計 4,486 ―

  当期末残高 16,138 16,138

 資本剰余金

  前期末残高 25,984 30,468

  当期変動額

   新株の発行 4,486 ―

   自己株式の処分 △1 △0

   当期変動額合計 4,484 △0

  当期末残高 30,468 30,468

 利益剰余金

  前期末残高 60,384 49,888

  当期変動額

   剰余金の配当 △734 ―

   当期純利益又は当期純損失（△） △9,758 2,587

   自己株式の処分 ― △0

   持分法適用除外による剰余金減少額 △3 ―

   当期変動額合計 △10,496 2,587

  当期末残高 49,888 52,476

 自己株式

  前期末残高 △150 △156

  当期変動額

   自己株式の取得 △9 △6

   自己株式の処分 3 0

   当期変動額合計 △5 △5

  当期末残高 △156 △162

 株主資本合計

  前期末残高 97,870 96,339

  当期変動額

   新株の発行 8,972 ―

   剰余金の配当 △734 ―

   当期純利益又は当期純損失（△） △9,758 2,587

   自己株式の取得 △9 △6

   自己株式の処分 1 0

   持分法適用除外による剰余金減少額 △3 ―

   当期変動額合計 △1,531 2,582

  当期末残高 96,339 98,921
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金

  前期末残高 7,424 3,352

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,072 △4,278

   当期変動額合計 △4,072 △4,278

  当期末残高 3,352 △926

 繰延ヘッジ損益

  前期末残高 37 △168

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △205 6

   当期変動額合計 △205 6

  当期末残高 △168 △161

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 7,462 3,184

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,277 △4,271

   当期変動額合計 △4,277 △4,271

  当期末残高 3,184 △1,087

少数株主持分

 前期末残高 14 15

 当期変動額

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 0

  当期変動額合計 0 0

 当期末残高 15 15

純資産合計

 前期末残高 105,347 99,538

 当期変動額

  新株の発行 8,972 ―

  剰余金の配当 △734 ―

  当期純利益又は当期純損失（△） △9,758 2,587

  自己株式の取得 △9 △6

  自己株式の処分 1 0

  持分法適用除外による剰余金減少額 △3 ―

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,277 △4,271

  当期変動額合計 △5,808 △1,689

 当期末残高 99,538 97,849
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前当期純利益又は 

  税金等調整前当期純損失（△）
△15,457 4,711

  減価償却費 11,259 9,074

  負ののれん償却額 ― △2,403

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,715 △1,999

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 2

  投資有価証券売却損益（△は益） △99 84

  投資有価証券評価損益（△は益） 1,352 1,530

  社債償還差益 ― △79

  有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 69 13

  有形及び無形固定資産除却損 59 21

  リース解約損 ― 0

  割賦利益繰延の増減額（△は減少） 175 △11,122

  受取利息及び受取配当金 △461 △778

  支払利息 13,059 16,677

  売上債権の増減額（△は増加） 42,057 207,808

  仕入債務の増減額（△は減少） △48,259 △137,085

  持分法による投資損益（△は益） △4 ―

  関係会社株式売却損益（△は益） 1 ―

  その他の資産の増減額（△は増加） 55,726 25,287

  その他の負債の増減額（△は減少） △2,114 △716

    小計 71,083 111,026

  利息及び配当金の受取額 461 763

  利息の支払額 △13,182 △16,575

  法人税等の支払額 △339 △440

  営業活動によるキャッシュ・フロー 58,022 94,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △6,130 △2,709

  有形及び無形固定資産の売却による収入 1,358 6

  有形固定資産の除却による支出 ― △0

  投資有価証券の取得による支出 △1,039 △2,535

  投資有価証券の売却による収入 217 212

  貸付けによる支出 △40 △14

  貸付金の回収による収入 122 34

  短期貸付金の純増減額（△は増加） ― 0

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ― ※2 49

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,511 △4,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減額（△は減少） △11,900 △65,230

  コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △16,700 △77,100

  長期借入れによる収入 147,190 100,516

  長期借入金の返済による支出 △94,088 △81,885

  社債の償還による支出 △10,000 △421

  株式の発行による収入 8,972 ―

  自己株式の売却による収入 1 0

  自己株式の取得による支出 △9 △6

  配当金の支払額 △734 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 22,731 △124,126

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,243 △34,292

現金及び現金同等物の期首残高 52,576 127,819

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 127,819 ※1 93,526
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ６社

  ジャックス債権回収サービス株式会社

  株式会社サポート

  ジャックス・トータル・サービス株式会社

  ジャックス・ビジネスサポート株式会社

  ジャックスカーリース株式会社

  ジャックス情報システムサービス株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ７社

  ジャックス債権回収サービス株式会社

  株式会社サポート

  ジャックス・トータル・サービス株式会社

  ジャックス・ビジネスサポート株式会社

  ジャックスカーリース株式会社

  ジャックス情報システムサービス株式会社

  ＪＮＳ管理サービス株式会社

なお、平成20年４月１日付で、三菱ＵＦＪニコス

株式会社から同社子会社であったＪＮＳ管理サー

ビス株式会社の株式を取得し、連結子会社の数は

６社から７社になりました。

(2) 非連結子会社の名称等 

  JACCS INTERNATIONAL  

  (Hong Kong)Co., Ltd.

(2) 非連結子会社の名称等  

同左

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社１社は、小規模であり、合計の総資

産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため連結の範囲から除外して

おります。

(連結の範囲から除いた理由)

同左

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の名称

―――――

なお、株式会社ハウスケアについては、当社が保

有する同社の株式の一部を売却したことに伴い、

当連結会計年度末日時点において、持分法の適用

範囲から除外しております。株式売却までの期間

の損益は、連結損益計算書に含まれております。

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の名称

―――――

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称

    JACCS INTERNATIONAL  

    (Hong Kong)Co., Ltd.

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称

同左

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法の適

用から除外しております。

(持分法を適用しない理由)

同左

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項

持分法適用会社は、決算日が異なるため、当該会

社の事業年度に係る財務諸表を使用しておりま

す。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項

―――――

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

（株）ジャックス　(8584)　平成21年３月期決算短信

-22-



  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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

    その他有価証券

・時価のあるもの

連結会計年度末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)

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

    その他有価証券

・時価のあるもの

同左

・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

(ロ)たな卸資産

    販売用不動産

 個別法による原価法

(ロ)たな卸資産             

―――――

(ハ)デリバティブ

    時価法

(ハ)デリバティブ

同左

(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

  平成19年４月１日以降取得資産については、法人

税法に定める定率法。ただし、建物(建物付属設

備は除く)は法人税法に定める定額法。 

  平成19年３月31日以前取得資産については、法人

税法に定める旧定率法。ただし、平成10年４月１

日から平成19年３月31日までに取得した建物(建

物付属設備は除く)は法人税法に定める旧定額

法。 

(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(リース資産を除く)

  平成19年４月１日以降取得資産については、法人

税法に定める定率法。ただし、建物(建物附属設備

は除く)は法人税法に定める定額法。 

  平成19年３月31日以前取得資産については、法人

税法に定める旧定率法。ただし、平成10年４月１

日から平成19年３月31日までに取得した建物(建物

附属設備は除く)は法人税法に定める旧定額法。 

  (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

日以降取得資産の減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。なお、こ

れによる損益に与える影響は軽微であります。

 

  (追加情報)

  平成19年３月31日以前取得資産の５％残存簿価の

処理方法については法人税法の改正(「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」)を適

用し、平成19年３月31日以前取得資産で償却可能

限度額まで償却したものについては償却終了した

年度の翌年度から残存簿価を５年間で均等償却す

ることとしております。なお、これによる損益に

与える影響は軽微であります。

 

(ロ)無形固定資産

  自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間( 長10年)に基づく定額法。

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

  自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間( 長10年)に基づく定額法。

――――― (ハ)リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て算定する方法によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費については、支払時全額費用処理して

おります。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

―――――
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

  債権の貸倒発生に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念債

権等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。

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

  従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)カードポイント引当金 

ポイントカードによりカード会員に付与したポイ

ントの使用による費用負担に備えるため、当連結

会計年度末において将来使用されると見込まれる

額を計上しております。

(ハ)ポイント引当金

同左

(ニ)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、当連結会計年度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、計算

の結果、当社は当連結会計年度末における退職給

付引当金が借方残高となるため、前払年金費用

(投資その他の資産の「その他」)に計上しており

ます。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定

額法により費用処理しております。数理計算上の

差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理しております。

(ニ)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、当連結会計年度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、計算

の結果、株式会社ジャックスは当連結会計年度末

における退職給付引当金が借方残高となるため、

投資その他の資産の「前払年金費用」に計上して

おります。過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処理しております。数理計算

上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理しております。

(ホ)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。

(ホ)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。

  （追加情報）

  株式会社ジャックスは、平成20年６月27日開催の

第77期定時株主総会において、役員退職慰労金制

度を廃止し、制度廃止日までの在任期間に対応す

る役員退職慰労金を役員退任時に打切り支給する

ことを決議いたしました。これに伴い、同日まで

の在任期間に応じた役員退職慰労引当金は全額取

崩し、打切り支給額の未払分204百万円を固定負債

の「その他」に計上しております。なお、連結貸

借対照表において、役員退職慰労引当金55百万円

を計上しておりますが、当該引当金は連結子会社

の役員退職慰労引当金であります。

(ヘ)利息返還損失引当金

  将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上しております。

(ヘ)利息返還損失引当金

同左

(5) 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) 重要なリース取引の処理方法

―――――
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前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

  時価との評価損益を、資産または負債に繰り延べ

る繰延ヘッジ処理を行っております。なお、特例

処理の要件を満たしている金利スワップ取引につ

いては特例処理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段

デリバティブ取引(金利スワップ取引)

   ・ヘッジ対象

借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ・ヘッジ手段

同左

   ・ヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

  将来の金利変化、為替変動によるリスクを軽減す

ることを目的としてデリバティブ取引を行ってお

ります。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価及びリスク管理方法

  デリバティブ取引は社長の承認を受けて「社内規

定」に則って執行されております。当該規定では

デリバティブ取引の管理方針、リスク管理の主管

部署、利用目的、利用範囲及び報告体制に関する

規定が明記されており、少なくとも日次及び月次

でこれら取引の時価を把握しており、市場が大幅

に変動して大きな損失を被る可能性がある場合に

は迅速な対応ができるよう管理体制を整備してお

ります。

(ニ)ヘッジ有効性評価及びリスク管理方法

同左

(7) 主な営業収益の計上基準

 (イ)顧客手数料

期日到来基準により計上しております。

  ・総合あっせん

     残債方式

(7) 主な営業収益の計上基準

 (イ)顧客手数料

同左

  ・総合あっせん

同左

  ・個品あっせん

     残債方式

  ・個品あっせん

同左

  ・信用保証

  残債方式(一部保証契約時に計上)

  ・信用保証

同左

  ・融資

     残債方式

  ・融資

同左
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前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

 (ロ)加盟店手数料

取扱高計上時に一括して計上しております。

 (会計処理の変更)

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銀行及び三菱ＵＦＪニコ

ス株式会社との提携合意を機会として営業収益等

の計上基準を見直しした結果、次のとおり当連結

会計年度取扱分より会計処理方法を変更いたしま

した。

 (ロ)加盟店手数料

取扱高計上時に一括して計上しております。

①保証料及び当該業務に係る支払手数料

従来、保証料一括前取保証業務に係る保証料につ

いては、契約時にほとんどの費用が発生すること

から、保証契約時に一括計上しておりました。ま

た、保証業務に係る支払手数料についても発生時

の費用としておりました。しかしながら、滞納発

生リスクが高まっている 近の環境変化を勘案

し、契約時以降に発生する回収コストとの費用収

益の対応をより適切に行うため、期日到来基準に

基づく残債方式により収益計上する方法に変更い

たしました。また、収益計上の方法の変更に伴

い、支払手数料についても期日到来基準に基づく

残債方式により費用計上する方法に変更いたしま

した。この変更により、従来の方法で計上した場

合と比較して、営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失がそれぞれ7,883百万円増加して

おります。

②割賦購入斡旋業務に係る支払手数料

従来、当該業務に係る支払手数料については、取

扱高計上時に費用計上しておりました。しかしな

がら、支払手数料が近時取扱い獲得のため不可避

なものとして原価的側面が増加してきたことを考

慮し、割賦売掛金の回収期間に渡って配分する方

法に変更することにより費用収益の対応をより適

切に行うことといたしました。この変更により、

従来の方法で計上した場合と比較して、営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれ

ぞれ3,060百万円減少しております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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、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。

(8) 消費税等の会計処理

同左

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

価評価法を用いております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６         ――――― ６ 負ののれんの償却に関する事項

  負ののれんは、５年間で均等償却しております。

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、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的な投資からなってお

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

同左
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(7)【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】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ――――― （リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

投資その他の資産「信託受益権」（当社保証業務にお

いて提携金融機関が実施する債権流動化に伴い取得す

る劣後受益権）については、「信託の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成19年

８月２日 実務対応報告第23号）に基づき再検討した

結果、「信託受益権」を当初債権の残存部分として認

識し、「割賦売掛金」として表示することに変更しま

した。これによる損益に与える影響はありません。な

お、従来の当連結会計年度の「信託受益権」に相当す

る残高は71,724百万円であります。

当連結会計年度より区分掲記しております科目につき

ましては、以下の表を参照願います。

当連結会計年度

前連結会計年度

前連結会計年度表示科目

前連結会計

年度表示科

目に含まれ

ていた金額

（百万円）

流動資産

立替金 流動資産「その他」 24,365

未収入金 流動資産「その他」 20,094

固定資産

建物及び構築物 建物及び構築物（純額） 8,061

建物及び構築物 

減価償却累計額
建物及び構築物（純額） △3,156

リース資産 リース資産（純額） 10,659

リース資産 

減価償却累計額
リース資産（純額） △3,683

その他 その他（純額） 1,280

その他 

減価償却累計額
その他（純額） △782

投資その他の資産

長期前払費用 投資その他の資産「その他」 1,150

差入保証金 投資その他の資産「その他」 2,349

前払年金費用 投資その他の資産「その他」 3,976

流動負債

未払金 流動負債「その他」 3,831

預り金 流動負債「その他」 43,440

固定負債

長期預り保証金 固定負債「その他」 3,928
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(8)【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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 担保に供している資産とこれに対応する債務

 (1) 担保に供している資産

割賦売掛金 509,358百万円

※１ 担保に供している資産とこれに対応する債務

 (1) 担保に供している資産

割賦売掛金 524,577百万円

 (2) 対応する債務

短期借入金 129,262百万円

一年以内返済予定の 
長期借入金

60,880  〃

長期借入金 299,913  〃

計 490,055  〃

 (2) 対応する債務

短期借入金 136,482百万円

1年内返済予定の
長期借入金

75,890  〃

長期借入金 293,133  〃

計 505,505  〃

カ－ドキャッシング債権を流動化した残高について

は、金融取引として処理したことにより、流動資産

「割賦売掛金」残高と固定負債「長期借入金」残高に

それぞれ17,000百万円含まれております。

カ－ドキャッシング債権等を流動化した残高について

は、金融取引として処理したことにより、流動資産

「割賦売掛金」残高と固定負債「長期借入金」残高に

それぞれ34,394百万円含まれております。

※２ 固定資産の減価償却累計額は次のとおりでありま

す。

有形固定資産の 
減価償却累計額

7,622百万円

※２ 固定資産の減価償却累計額は、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。

※３ 割賦売掛金の内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 101,548百万円

個品あっせん 520,912  〃

融資 347,725  〃

その他 1,228  〃

計 971,414  〃

※３ 割賦売掛金の内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 97,872百万円

個品あっせん 626,599  〃

融資 364,897  〃

その他 1,276  〃

計 1,090,646  〃

 

※４ 割賦利益繰延

部門

前連結
会計

年度末
残高

(百万円)

当連結
会計
年度
受入額

(百万円)

当連結
会計
年度

実現額
(百万円)

当連結
会計
年度末
残高

(百万円)

うち
加盟店
手数料
(百万円)

総合あっせん 1,396 16,319 16,322 1,393 (0)

個品あっせん 44,419 26,256 35,945 34,730 (793)

信用保証 26,261 36,444 26,427 36,278 (―)

融資 469 52,837 52,986 319 (―)

その他 2 7,768 7,769 0 (―)

計 72,548 139,626 139,451 72,723 (793)

※４ 割賦利益繰延

部門

前連結
会計
年度末
残高

(百万円)

当連結
会計
年度

受入額
(百万円)

当連結
会計
年度
実現額

(百万円)

当連結
会計

年度末
残高

(百万円)

うち
加盟店
手数料

(百万円)

総合あっせん 1,393 16,841 16,990 1,244 (0)

個品あっせん 34,730 34,208 35,379 33,560 (300)

信用保証 36,278 42,385 34,772 43,892 (―)

融資 319 45,743 45,899 163 (―)

その他 0 8,218 8,219 0 (―)

計 72,723 147,398 141,260 78,861 (300)

 ５ 割賦売掛金を流動化した残高は次のとおりであり

ます。

個品あっせん売掛金 23,515百万円

 ５        ―――――

 

 ６ ㈱ジャックスは、ローンカード及びクレジットカ

ード業務に附帯するキャッシング業務等を行って

います。当該業務における貸出コミットメントに

係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出
コミットメントの総額

2,223,269百万円

貸出実行残高 290,013  〃

差引額 1,933,256  〃

   なお、上記貸出コミットメント契約においては、

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれているため、必

ずしも全額が貸出実行されるものではありませ

ん。

 

 ６ ㈱ジャックスは、ローンカード及びクレジットカ

ード業務に附帯するキャッシング業務等を行って

います。当該業務における貸出コミットメントに

係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出
コミットメントの総額

1,905,077百万円

貸出実行残高 247,324  〃

差引額 1,657,752  〃

   なお、上記貸出コミットメント契約においては、

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれているため、必

ずしも全額が貸出実行されるものではありませ

ん。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 １ 取扱高の部門別内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 714,783百万円

個品あっせん 325,794  〃

信用保証 562,889  〃

融資 251,888  〃

その他 592,933  〃

計 2,448,288  〃

（注）信用保証部門の当連結会計年度末における信用保

証の極度貸しの保証残高は34,044百万円でありま

す。

 

 １ 取扱高の部門別内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 723,126百万円

個品あっせん 306,343  〃

信用保証 527,433  〃

融資 211,317  〃

その他 644,425  〃

計 2,412,646  〃

（注）信用保証部門の当連結会計年度末における信用保

証の極度貸しの保証残高は30,437百万円でありま

す。

※２ 営業収益には流動化した債権に係る収益が次のと

おり含まれております。

個品あっせん収益 842百万円

 ２        ―――――

※３ 営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益を含んでおりま

す。売上高、売上原価及び販売益は次のとおりで

あります。

 ３        ―――――

売上高 91百万円

売上原価 84  〃

 期首たな卸高 65  〃

 当期購入高 18  〃

 期末たな卸高 ―  〃

販売益 7  〃

※４ 減価償却実施額は次のとおりであります。

有形固定資産 2,532百万円

無形固定資産 8,727  〃

※４ 減価償却実施額は次のとおりであります。

有形固定資産 754百万円

無形固定資産 8,319  〃

※５ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであり

ます。

貸倒引当金繰入額 47,289百万円

従業員給料手当 19,850  〃

退職給付費用 510  〃

賞与引当金繰入額 2,211  〃

計算費 17,358  〃

その他 47,651  〃

計 134,873  〃

※５ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであり

ます。

貸倒引当金繰入額 33,555百万円

従業員給料 20,061  〃

退職給付費用 1,020  〃

賞与引当金繰入額 2,478  〃

計算費 17,124  〃

その他 45,850  〃

計 120,090  〃

※６ 過年度発生いたしました当社顧客情報の流出問題

に伴う解決金として受け取ったものであります。

 ６        ―――――

※７ 固定資産売却損は次のとおりであります。

建物土地売却 113百万円

※７ 固定資産売却損は次のとおりであります。

建物土地売却 13百万円

※８ 固定資産除却損は次のとおりであります。

建物付属設備 45百万円

器具及び備品 6  〃

ソフトウェア 6  〃

計 59  〃

※８ 固定資産除却損は次のとおりであります。

建物附属設備 13百万円

工具、器具及び備品 1  〃

ソフトウエア 7  〃

計 21  〃
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(変動事由の概要)  

第三者割当増資による新株式を発行したためであります。 

  

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

  

   該当事項はありません。 
  

 
  

   該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

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

普通株式(株) 147,180,808 28,215,000 － 175,395,808

２ 自己株式に関する事項

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

普通株式(株) 249,958 25,630 5,490 270,098

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 734 5.00 平成19年３月31日 平成19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
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(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求による売

却のためであります。 

  

   該当事項はありません。 
  

   該当事項はありません。 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

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

普通株式(株) 175,395,808 － － 175,395,808

２ 自己株式に関する事項

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

普通株式(株) 270,098 29,275 847 298,526

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 700 4.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 127,819百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 ―  〃

現金及び現金同等物 127,819  〃
  

※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 93,526百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 ―  〃

現金及び現金同等物 93,526  〃

          ―――――

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにＪＮＳ管理サービス株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに新規連結子会社取得に伴

う純収入との関係は次のとおりであります。

流動資産 493,145百万円

固定資産 17,869  〃

流動負債 △498,976  〃

負ののれん △12,018  〃

新規連結子会社株式の取得価額 20  〃

新規取得連結子会社
 現金及び現金同等物

△69  〃

差引：
新規連結子会社取得に伴う純収入

△49  〃
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(セグメント情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 事業の種類別セグメント情報

  全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める「信販事

業」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。

１ 事業の種類別セグメント情報

同左

２ 所在地別セグメント情報

  国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため

記載を省略しております。

２ 所在地別セグメント情報

同左

３ 海外売上高（営業収益）

  海外売上高がないため記載を省略しております。

３ 海外売上高（営業収益）

同左
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引
―――――

 

１ 借主側

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

器具及び備品

 取得価額相当額 780百万円

 減価償却累計額相当額 521  〃

 期末残高相当額 259  〃

―――――

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 169百万円

 １年超 121  〃

 合計 290  〃

―――――

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

 支払リース料 183百万円

 減価償却費相当額 161  〃

 支払利息相当額 15  〃

―――――

 (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。

―――――

 (5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

―――――

 

２ 貸主側

 (1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、

減価償却累計額及び期末残高

賃貸資産

 取得価額 10,422百万円

 減価償却累計額 3,609  〃

 期末残高 6,813  〃

―――――

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 2,599百万円

 １年超 5,289  〃

 合計 7,889  〃

―――――

 

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

 受取リース料 2,503百万円

 減価償却費 1,864  〃

 受取利息相当額 520  〃

―――――

 (4) 利息相当額の算定方法

  リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物

件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっておりま

す。

―――――

 

オペレーティング・リース取引

 貸主側

  未経過リース料

１年以内 141百万円

１年超 52  〃

合計 193  〃

―――――
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  役員及び個人主要株主等 
  

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   一般取引先と同様であります。 

２ 上記の会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 

３ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

【関連当事者情報】

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
の所有 
(被所有)
割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及 
びその 
近親者

宮 二朗 ― ― 当社 
監査役 
  
㈱大和 
取締役 
社長

― ― ― ㈱大和と
の営業取
引

当社との
加盟店契
約に基づ
く受取手
数料

74 支払手形 8

買掛金 15

  
  
 

藤﨑三郎
助

― ― 当社 
監査役 
  
㈱藤崎 
代表取締
役社長

― ― ― ㈱藤崎と
の営業取
引

当社との
加盟店契
約に基づ
く受取手
数料

82 支払手形 788

買掛金 307
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

（追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、法人主要株主が開示対象に追加されております。 

  

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  (1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。  

  また、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に取締役会決議

及び社内規程により決定しております。 

２ 重要な取引のみを記載しております。 

  

  (2) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  一般取引先と同様であります。 

２ 上記の会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。 

３ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有（被
所有)割

合
（％）

関連当事
者との関

係

取引の内
容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

法人主要
株主

㈱三菱東京
UFJ銀行

東京都
千代田区

1,196,295 銀行業 被所有
直接

20.11

金銭借入
関係

資金の借入 短期及び
長期借入金
の借入

短期借入金 68,550

569,700 １年内返済予定
の長期借入金

6,800

長期借入金 88,977

コマーシャ
ル・ペーパ
ーによる借
入

29,000

コマーシャル・
ペーパー

2,000

利息の支払 3,194 未払費用 113

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地

資本金
又は出
資金 
(百万
円)

事業の
内容又は

職業

議決権
等の所
有(被所
有)割合 
（％）

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金
額 (百
万円)

科目
期末残高 
(百万円)

役員及びそ
の近親者

藤﨑三郎助 ― ― 当社 
監査役 
  
㈱藤崎 
代表取締
役社長

― ― ㈱藤崎との営業取引

当社との加盟店契約
に基づく受取手数料

82 支払手形 682

買掛金 306

  
 

宮 二朗 ― ― 当社 
監査役 
  
㈱大和 
取締役 
社長

― ― ㈱大和との営業取引

当社との加盟店契約
に基づく受取手数料

93 支払手形 ―

買掛金 5
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 貸倒引当金 8,039百万円

 賞与引当金 844  〃

 カードポイント引当金 419  〃

 投資有価証券・出資金評価損 2,976  〃

 繰越欠損金 934  〃

 その他 812  〃

 繰延税金負債（固定）との相殺 △3,428  〃

  繰延税金資産小計 10,596  〃

 評価性引当額 △784  〃

  繰延税金資産合計 9,812  〃

(繰延税金負債)

 前払年金費用 △1,606百万円

 その他有価証券評価差額金 △2,201  〃

 その他 △5  〃

 繰延税金資産（固定）との相殺 3,428  〃

  繰延税金負債合計 △385  〃

 繰延税金資産の純額 9,427百万円

 繰延税金負債の純額 ―  〃
 

 

１ 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

(繰延税金資産)

 貸倒引当金 6,127百万円

 賞与引当金 1,003  〃

 ポイント引当金 668  〃

 子会社株式評価差額 4,856  〃

 投資有価証券 2,090  〃

 その他有価証券評価差額金 577  〃

 利息返還損失引当金 565  〃

 その他 942  〃

 繰延税金負債との相殺 △2,012  〃

  繰延税金資産小計 14,818  〃

 評価性引当額 △1,920  〃

  繰延税金資産合計 12,897  〃

(繰延税金負債)

 前払年金費用 △2,009百万円

 その他 △3  〃

 繰延税金資産との相殺 2,012  〃

  繰延税金負債合計 ―  〃

 繰延税金資産の純額 12,897百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しているため注記を省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率 40.4％

  (調整)

 交際費等永久に損金に
  算入されない項目

1.1〃

 受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目

△5.8〃

 受取配当金の連結消去 6.0〃

  住民税均等割 2.4〃

  評価性引当額の増減 21.9〃

  負ののれん償却額 △20.6〃

  子会社における親会社との税率差異 0.2〃

  その他 △0.5〃

 税効果会計適用後の
  法人税等の負担率

45.1〃
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 １ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）１.「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

    ２.各連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損を前連結会計年度は1,290百万円、当連結会

計年度は1,491百万円計上しております。減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価

に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等

を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 
  

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

 ３ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  その他有価証券 

(有価証券関係)

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

区分 取得原価
連結貸借

対照表計上額
差額 取得原価

連結貸借 
対照表計上額

差額

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 株式 8,338 15,112 6,774 5,462 6,821 1,359

 債券 ― ― ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ― ― ―

小計 8,338 15,112 6,774 5,462 6,821 1,359

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 6,393 5,173 △1,220 10,069 7,206 △2,863

 債券 ― ― ― ― ― ―

 その他 ― ― ― ― ― ―

小計 6,393 5,173 △1,220 10,069 7,206 △2,863

合計 14,732 20,285 5,553 15,532 14,027 △1,504

区分
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日）

売却額(百万円) 217 212

売却益の合計額(百万円) 103 43

売却損の合計額(百万円) 3 127

区分

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 1,214 1,108
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 取引の内容及び利用目的等

当社は主たる事業の遂行上、変動金利の借入金の資

金調達を通常５年から７年の固定金利の資金調達に

換えるため、また金利変化、為替変動によるリスク

を軽減するため金利スワップ取引を行っておりま

す。

なお、ヘッジの手段等については、「連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基

準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」に記

載しているとおりであります。

１ 取引の内容及び利用目的等

株式会社ジャックスは主たる事業の遂行上、変動金

利の借入金の資金調達を通常５年から７年の固定金

利の資金調達に換えるため、また金利変化、為替変

動によるリスクを軽減するため金利スワップ取引を

行っております。

なお、ヘッジの手段等については、「連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基

準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」に記

載しているとおりであります。

２ 取引に対する取組方針

金利関連のデリバティブ取引については、現在、特

定の取引相手方との間で元本の交換を行わずに、変

動金利を固定金利に変換する目的で、投機目的のた

めのデリバティブ取引は行わない方針であります。

２ 取引に対する取組方針

同左

３ 取引に係るリスクの内容

当社のデリバティブ取引はバランスシート上の資

産・負債の有するリスクを効果的に相殺しておりま

す。

当社のデリバティブ取引の相手方は信用度の高い国

内の大手金融機関に限られており、取引先の契約不

履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと

判断しています。

３ 取引に係るリスクの内容

株式会社ジャックスのデリバティブ取引は貸借対照

表上の資産・負債の有するリスクを効果的に相殺し

ております。

株式会社ジャックスのデリバティブ取引の相手方は

信用度の高い国内の大手金融機関に限られており、

取引先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、

ほとんどないと判断しております。

４ 取引に係るリスク管理体制

当社ではデリバティブ取引は社長の承認を受けて

「社内規定」に則って執行されております。

当該規定ではデリバティブ取引の管理方針、リスク

管理の主管部署、利用目的、利用範囲及び報告体制

に関する規定が明記されており、少なくとも日次及

び月次でこれら取引の時価を把握しており、市場が

大幅に変動して大きな損失を被る可能性がある場合

には迅速な対応ができるよう管理体制を整備してお

ります。

４ 取引に係るリスク管理体制

株式会社ジャックスではデリバティブ取引は社長の

承認を受けて「社内規定」に則って執行されており

ます。

当該規定ではデリバティブ取引の管理方針、リスク

管理の主管部署、利用目的、利用範囲及び報告体制

に関する規定が明記されており、少なくとも日次及

び月次でこれら取引の時価を把握しており、市場が

大幅に変動して大きな損失を被る可能性がある場合

には迅速な対応ができるよう管理体制を整備してお

ります。

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度におけるデリバティブ取引は、すべて

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しており

ます。

同左
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１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して、支払時に退職給付費用として処理する割増退職金等を支払う場合がありま

す。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
 (注) 国内連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡便法を採用しております。 

  
３ 退職給付費用の内訳 

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(百万円)

(1) 退職給付債務 △14,298 △16,310

(2) 年金資産 17,530 15,818

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 3,231 △491

(4) 未認識数理計算上の差異 1,180 5,640

(5) 未認識過去勤務債務 △451 △193

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) 3,961 4,956

(7) 前払年金費用 3,976 4,974

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △15 △17

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(百万円)

(1) 勤務費用 961 1,015

(2) 利息費用 395 285

(3) 期待運用収益(減算) 460 376

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △581 △101

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △257 △257

(6) 臨時に支払った割増退職金 25 2

(7) 確定拠出年金への掛金支払額 429 452

(8) 退職給付費用 510 1,020

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 割引率 2.0％ 2.0％

(2) 期待運用収益率 2.15％ 2.15％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 ポイント基準 ポイント基準

(4) 過去勤務債務の費用処理年数 ５年 ５年

(5) 数理計算上の差異の 
  費用処理年数

５年 ５年

(6) 会計基準変更時差異の 
  費用処理年数

発生時処理 発生時処理
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎  

１. １株当たり純資産額  

 
２. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 568円30銭 １株当たり純資産額 558円74銭

１株当たり当期純損失(△) △65円90銭 １株当たり当期純利益 14円78銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

（平成21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)

99,538 97,849

普通株式に係る純資産額(百万円) 99,523 97,833

差額の内訳(百万円)
 少数株主持分

15 15

普通株式の発行済株式数(千株) 175,395 175,395

普通株式の自己株式数(千株) 270 298

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)

175,125 175,097

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書の当期純利益 
又は当期純損失(△) (百万円)

△9,758 2,587

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△) (百万円)

△9,758 2,587

普通株式の期中平均株式数(千株) 148,076 175,113
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

1.子会社の取得 

(1)子会社名 

ＪＮＳ管理サービス株式会社 

(2)株式取得の相手先 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

(3)株式取得の目的 

三菱ＵＦＪニコス株式会社の個品割賦事業を吸収分割にて承継した子会社株式を取得すること

で譲受けするもの。 

(4)株式取得の条件 

①株式取得日 

平成20年４月１日 

②取得株式数 

20株 

③株式取得後の当社持株比率 

100％ 

④株式取得金額 

20,000千円 

(5)子会社の概要 

①商号 

ＪＮＳ管理サービス株式会社 

②事業の内容 

割賦販売斡旋業務 

③資本金の額 

20,000千円 

④業績の動向 

平成19年12月設立、平成20年４月事業開始のため、直近の業績はありません。 

(6)資金調達 

①借入会社 

株式会社ジャックス 

②借入日 

平成20年４月１日 

③金額 

2,100億円 

④目的 

子会社取得に伴い承継した借入金の借換として。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円）

科  目
前事業年度

(平成20年３月31日）
当事業年度

(平成21年３月31日）

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 125,913 86,940

  受取手形 2 ―

  割賦売掛金 ※1,2 969,068 ※1,2 971,097

  信用保証割賦売掛金 1,603,509 1,620,777

  前払費用 372 553

  繰延税金資産 9,735 7,254

  未収収益 14 49

  関係会社短期貸付金 3,185 3,565

  立替金 24,363 25,489

  未収入金 ― 16,571

  その他 24,416 2,198

  貸倒引当金 △48,449 △44,116

  流動資産合計 2,712,132 2,690,380

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 7,926 7,999

    減価償却累計額 △3,103 △3,475

    建物及び構築物(純額) 4,823 4,524

   工具、器具及び備品 872 1,143

    減価償却累計額 △544 △679

    工具、器具及び備品(純額) 328 464

   土地 14,847 14,831

   リース資産 ― 263

    減価償却累計額 ― △107

    リース資産(純額) ― 155

   有形固定資産合計 19,999 19,975

  無形固定資産

   施設利用権 155 156

   ソフトウエア 24,879 19,026

   無形固定資産合計 25,034 19,182

  投資その他の資産

   投資有価証券 21,498 15,132

   関係会社株式 1,764 2,233

   従業員に対する長期貸付金 178 158

   関係会社長期貸付金 4,245 118,406

   固定化営業債権 ※3 4,477 ※3 4,527

   長期前払費用 1,148 734

   繰延税金資産 ― 5,512

   差入保証金 2,196 2,283

   前払年金費用 ― 4,974

   その他 4,858 527

   貸倒引当金 △3,179 △3,322

   投資その他の資産合計 37,186 151,168

  固定資産合計 82,220 190,327

 資産合計 2,794,352 2,880,707
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（単位：百万円）

科  目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形 23,410 14,655

  買掛金 28,841 25,286

  信用保証買掛金 1,603,509 1,620,777

  短期借入金 ※1 176,559 ※1 321,329

  関係会社短期借入金 750 550

  1年内返済予定の長期借入金 ※1 71,080 ※1 114,655

  コマーシャル・ペーパー 193,500 116,400

  未払金 4,194 4,265

  未払法人税等 325 1,160

  未払費用 1,424 1,483

  預り金 43,354 41,944

  前受収益 1,026 860

  賞与引当金 2,031 2,212

  ポイント引当金 1,037 1,653

  割賦利益繰延 ※4 72,957 ※4 71,830

  その他 2,169 1,688

  流動負債合計 2,226,171 2,340,754

 固定負債

  社債 35,000 34,500

  長期借入金 ※1 430,226 ※1 405,281

  繰延税金負債 382 ―

  役員退職慰労引当金 250 ―

  利息返還損失引当金 344 1,399

  長期預り保証金 3,928 3,246

  その他 98 309

  固定負債合計 470,230 444,737

 負債合計 2,696,401 2,785,492

純資産の部

 株主資本

  資本金 16,138 16,138

  資本剰余金

   資本準備金 30,468 30,468

   その他資本剰余金 0 ―

   資本剰余金合計 30,468 30,468

  利益剰余金

   利益準備金 2,572 2,572

   その他利益剰余金

    別途積立金 53,229 53,229

    繰越利益剰余金 △7,485 △5,943

   利益剰余金合計 48,316 49,858

  自己株式 △156 △162

  株主資本合計 94,766 96,302

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 3,352 △926

  繰延ヘッジ損益 △168 △161

  評価・換算差額等合計 3,184 △1,087

 純資産合計 97,951 95,215

負債純資産合計 2,794,352 2,880,707
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

営業収益

 総合あっせん収益 16,344 17,006

 個品あっせん収益 ※2 35,945 28,567

 信用保証収益 26,535 30,637

 融資収益 52,986 45,899

 その他の営業収益 ※3 6,204 6,061

 金融収益

  受取利息 309 3,218

  受取配当金 292 987

  その他の金融収益 0 14

  金融収益合計 602 4,220

 営業収益合計 138,618 132,392

営業費用

 販売費及び一般管理費 ※4 133,861 ※4 110,600

 金融費用

  借入金利息 9,635 13,121

  その他の金融費用 3,431 3,542

  金融費用合計 13,067 16,663

 営業費用合計 146,928 127,264

営業利益又は営業損失(△） △8,310 5,128

営業外収益

 雑収入 53 125

 営業外収益合計 53 125

営業外費用

 株式交付費 41 ―

 利息返還損失引当金繰入額 395 1,498

 雑損失 10 14

 営業外費用合計 447 1,512

経常利益又は経常損失(△） △8,703 3,741

特別利益

 固定資産売却益 ※5 3 ―

 投資有価証券売却益 103 43

 受取和解金 ※6 209 ―

 貸倒引当金戻入額 ― 3

 社債償還差益 ― 79

 特別利益合計 315 126

特別損失

 割増退職金 5,814 ―

 固定資産売却損 ※7 113 ※7 13

 固定資産除却損 ※8 59 ※8 13

 投資有価証券売却損 3 127

 投資有価証券評価損 1,352 1,530

 貸倒引当金繰入額 48 ―

 特別損失合計 7,392 1,685

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△）

△15,779 2,181

法人税、住民税及び事業税 111 1,278

法人税等調整額 △5,919 △638

法人税等合計 △5,808 640

当期純利益又は当期純損失(△） △9,971 1,541
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

株主資本

 資本金

  前期末残高 11,651 16,138

  当期変動額

   新株の発行 4,486 ―

   当期変動額合計 4,486 ―

  当期末残高 16,138 16,138

 資本剰余金

  資本準備金

   前期末残高 25,982 30,468

   当期変動額

    新株の発行 4,486 ―

    当期変動額合計 4,486 ―

   当期末残高 30,468 30,468

  その他資本剰余金

   前期末残高 1 0

   当期変動額

    自己株式の処分 △1 △0

    当期変動額合計 △1 △0

   当期末残高 0 ―

  資本剰余金合計

   前期末残高 25,984 30,468

   当期変動額

    新株の発行 4,486 ―

    自己株式の処分 △1 △0

    当期変動額合計 4,484 △0

   当期末残高 30,468 30,468

 利益剰余金

  利益準備金

   前期末残高 2,572 2,572

   当期末残高 2,572 2,572

  その他利益剰余金

   別途積立金

    前期末残高 53,229 53,229

    当期末残高 53,229 53,229

   繰越利益剰余金

    前期末残高 3,220 △7,485

    当期変動額

     剰余金の配当 △734 ―

     当期純利益又は当期純損失（△） △9,971 1,541

     自己株式の処分 ― △0

     当期変動額合計 △10,705 1,541

    当期末残高 △7,485 △5,943

  利益剰余金合計

   前期末残高 59,022 48,316

   当期変動額

    剰余金の配当 △734 ―

    当期純利益又は当期純損失（△） △9,971 1,541

    自己株式の処分 ― △0

    当期変動額合計 △10,705 1,541

   当期末残高 48,316 49,858
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

 自己株式

  前期末残高 △150 △156

  当期変動額

   自己株式の取得 △9 △6

   自己株式の処分 3 0

   当期変動額合計 △5 △5

  当期末残高 △156 △162

 株主資本合計

  前期末残高 96,507 94,766

  当期変動額

   新株の発行 8,972 ―

   剰余金の配当 △734 ―

   当期純利益又は当期純損失（△） △9,971 1,541

   自己株式の取得 △9 △6

   自己株式の処分 1 0

   当期変動額合計 △1,740 1,536

  当期末残高 94,766 96,302

評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金

  前期末残高 7,424 3,352

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △4,072 △4,278

   当期変動額合計 △4,072 △4,278

  当期末残高 3,352 △926

 繰延ヘッジ損益

  前期末残高 37 △168

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △205 6

   当期変動額合計 △205 6

  当期末残高 △168 △161

 評価・換算差額等合計

  前期末残高 7,461 3,184

  当期変動額

   株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △4,277 △4,271

   当期変動額合計 △4,277 △4,271

  当期末残高 3,184 △1,087

純資産合計

 前期末残高 103,969 97,951

 当期変動額

  新株の発行 8,972 ―

  剰余金の配当 △734 ―

  当期純利益又は当期純損失（△） △9,971 1,541

  自己株式の取得 △9 △6

  自己株式の処分 1 0

  株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △4,277 △4,271

  当期変動額合計 △6,018 △2,735

 当期末残高 97,951 95,215
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

 (イ)子会社株式

  移動平均法による原価法

 (ロ)その他有価証券

 ・時価のあるもの

決算期末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

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

 (イ)子会社株式

同左

 (ロ)その他有価証券

 ・時価のあるもの

同左

 

 

 ・時価のないもの

同左

(2) たな卸資産(販売用不動産)

  個別法による原価法

(2) たな卸資産

―――――

(3) デリバティブ

  時価法

(3) デリバティブ

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成19年４月１日以降取得資産については、法人

税法に定める定率法。ただし、建物(建物付属設

備は除く)は法人税法に定める定額法。 

平成19年３月31日以前取得資産については、法人

税法に定める旧定率法。ただし、平成10年４月１

日から平成19年３月31日までに取得した建物(建

物付属設備は除く)は法人税法に定める旧定額

法。 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年４月１日以降取得資産については、法人

税法に定める定率法。ただし、建物(建物附属設備

は除く)は法人税法に定める定額法。 

平成19年３月31日以前取得資産については、法人

税法に定める旧定率法。ただし、平成10年４月１

日から平成19年３月31日までに取得した建物(建物

附属設備は除く)は法人税法に定める旧定額法。 

 (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

日以降取得資産の減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。なお、こ

れによる損益に与える影響は軽微であります。

  

 (追加情報)

平成19年３月31日以前取得資産の５％残存簿価の

処理方法については法人税法の改正(「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」)を適

用し、平成19年３月31日以前取得資産で償却可能

限度額まで償却したものについては償却終了した

年度の翌年度から残存簿価を５年間で均等償却す

ることとしております。なお、これによる損益に

与える影響は軽微であります。

  

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間( 長10年)に基づく定額法。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間( 長10年)に基づく定額法。

(3)        ――――― (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て算定する方法によっております。

(4) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく定額法

(4) 長期前払費用

同左
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前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 繰延資産の処理方法

株式交付費については、支払時全額費用処理して

おります。

３ 繰延資産の処理方法

―――――

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒発生に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念債

権等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。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) カードポイント引当金

ポイントカードによりカード会員に付与したポイ

ントの使用による費用負担に備えるため、当事業

年度末において将来使用されると見込まれる額を

計上しております。

(3) ポイント引当金

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、当事業年度末に発生していると認められる額

を計上しております。なお、計算の結果、当事業

年度末における退職給付引当金が借方残高となる

ため、前払年金費用(投資その他の資産の「その

他」)に計上しております。過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法により費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により、翌事業年度から費用処理して

おります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末に発生していると認められる額

を計上しております。なお、計算の結果、当事業

年度末における退職給付引当金が借方残高となる

ため、投資その他の資産の「前払年金費用」に計

上しております。過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により費用処理しております。数

理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法

により、翌事業年度から費用処理しております。

(5) 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。

(5) 役員退職慰労引当金

――――― 

  

 

（追加情報）

当社は、平成20年６月27日開催の第77期定時株主

総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、制

度廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労

金を役員退任時に打切り支給することを決議いた

しました。これに伴い、同日までの在任期間に応

じた役員退職慰労引当金は全額取崩し、打切り支

給額の未払分204百万円を固定負債の「その他」に

計上しております。

(6) 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上しております。

(6) 利息返還損失引当金

同左

（株）ジャックス　(8584)　平成21年３月期決算短信

-52-



  
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ５ 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 リース取引の処理方法

―――――

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

時価との評価損益を、資産または負債に繰り延べ

る繰延ヘッジ処理を行っております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プ取引については特例処理によっております。

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 (イ)ヘッジ手段

   デリバティブ取引(金利スワップ取引)

 (ロ)ヘッジ対象

   借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 (イ)ヘッジ手段

同左

 (ロ)ヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

将来の金利変化、為替変動によるリスクを軽減す

ることを目的としてデリバティブ取引を行ってお

ります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価及びリスク管理方法

デリバティブ取引は社長の承認を受けて「社内規

定」に則って執行されております。当該規定では

デリバティブ取引の管理方針、リスク管理の主管

部署、利用目的、利用範囲及び報告体制に関する

規定が明記されており、少なくとも日次及び月次

でこれら取引の時価を把握しており、市場が大幅

に変動して大きな損失を被る可能性がある場合に

は迅速な対応ができるよう管理体制を整備してお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価及びリスク管理方法

同左
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前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

７ 営業収益の計上基準

(1) 顧客手数料

期日到来基準により計上しております。

 ・総合あっせん 残債方式

 ・個品あっせん 残債方式

 ・信用保証   残債方式(一部保証契約時に計上)

 ・融資     残債方式

７ 営業収益の計上基準

(1) 顧客手数料

同左

 ・総合あっせん  同左

 ・個品あっせん  同左

 ・信用保証    同左

 ・融資      同左

(2) 加盟店手数料

取扱高計上時に一括して計上しております。

 (会計処理の変更)

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銀行及び三菱ＵＦＪニコ

ス株式会社との提携合意を機会として営業収益等

の計上基準を見直しした結果、次のとおり当事業

年度取扱分より会計処理方法を変更いたしまし

た。

(2) 加盟店手数料

取扱高計上時に一括して計上しております。

①保証料及び当該業務に係る支払手数料

従来、保証料一括前取保証業務に係る保証料につ

いては、契約時にほとんどの費用が発生すること

から、保証契約時に一括計上しておりました。ま

た、保証業務に係る支払手数料についても発生時

の費用としておりました。しかしながら、滞納発

生リスクが高まっている 近の環境変化を勘案

し、契約時以降に発生する回収コストとの費用収

益の対応をより適切に行うため、期日到来基準に

基づく残債方式により収益計上する方法に変更い

たしました。また、収益計上の方法の変更に伴

い、支払手数料についても期日到来基準に基づく

残債方式により費用計上する方法に変更いたしま

した。この変更により、従来の方法で計上した場

合と比較して、営業損失、経常損失及び税引前当

期純損失がそれぞれ7,883百万円増加しておりま

す。

②割賦購入斡旋業務に係る支払手数料

従来、当該業務に係る支払手数料については、取

扱高計上時に費用計上しておりました。しかしな

がら、支払手数料が近時取扱い獲得のため不可避

なものとして原価的側面が増加してきたことを考

慮し、割賦売掛金の回収期間に渡って配分する方

法に変更することにより費用収益の対応をより適

切に行うことといたしました。この変更により、

従来の方法で計上した場合と比較して、営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ

3,060百万円減少しております。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

消費税等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、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。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ――――― （リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

投資その他の資産「信託受益権」（当社保証業務にお

いて提携金融機関が実施する債権流動化に伴い取得す

る劣後受益権）については、「信託の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成19年

８月２日 実務対応報告第23号）に基づき再検討した

結果、「信託受益権」を当初債権の残存部分として認

識し、「割賦売掛金」として表示することに変更しま

した。これによる損益に与える影響はありません。な

お、従来の当事業年度末の「信託受益権」に相当する

残高は71,724百万円であります。

当事業年度より区分掲記しております科目につきまし

ては、以下の表を参照願います。

当事業年度

前事業年度

前事業年度表示科目

前事業年度表

示科目に含ま

れていた金額

（百万円）

流動資産

未収入金 流動資産「その他」 20,130

投資その他の資産

前払年金費用 投資その他の資産「その他」 3,976
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(7)【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20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 担保に供している資産とこれに対応する債務

 (1)担保に供している資産

割賦売掛金 509,358百万円

※１ 担保に供している資産とこれに対応する債務

 (1)担保に供している資産

割賦売掛金 524,577百万円

 (2)対応する債務

短期借入金 129,262百万円

一年以内返済予定の 
長期借入金

60,880  〃

長期借入金 299,913  〃

計 490,055  〃

 (2)対応する債務

短期借入金 136,482百万円

1年内返済予定の
長期借入金

75,890  〃

長期借入金 293,133  〃

計 505,505  〃

カ－ドキャッシング債権を流動化した残高について

は、金融取引として処理したことにより、流動資産

「割賦売掛金」残高と固定負債「長期借入金」残高に

それぞれ17,000百万円含まれております。

カ－ドキャッシング債権等を流動化した残高について

は、金融取引として処理したことにより、流動資産

「割賦売掛金」残高と固定負債「長期借入金」残高に

それぞれ34,394百万円含まれております。

※２ 割賦売掛金の内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 101,411百万円

個品あっせん 520,123  〃

融資 347,229  〃

その他 304  〃

計 969,068  〃

※２ 割賦売掛金の内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 97,749百万円

個品あっせん 508,539  〃

融資 364,449  〃

その他 359  〃

計 971,097  〃

※３ 固定化営業債権

財務諸表等規則第32条第１項第10号に規定される

破産更生債権等であります。

※３ 固定化営業債権

同左

 

※４ 割賦利益繰延

部門
前期末 
残高 

(百万円)

当期 
受入額 

(百万円)

当期 
実現額 
(百万円)

当期末 
残高 

(百万円)

うち加
盟店手 
数料 

(百万円)

総合あっせん 1,396 16,340 16,344 1,393 (0)

個品あっせん 44,419 26,256 35,945 34,730 (793)

信用保証 26,472 36,576 26,535 36,513 (―)

融資 469 52,837 52,986 319 (―)

その他 0 6,204 6,204 0 (―)

計 72,757 138,215 138,016 72,957 (793)

※４ 割賦利益繰延

部門
前期末
残高 

(百万円)

当期
受入額 
(百万円)

当期 
実現額 

(百万円)

当期末 
残高 

(百万円)

うち加
盟店手 
数料 

(百万円)

総合あっせん 1,393 16,858 17,006 1,244 (0)

個品あっせん 34,730 23,556 28,567 29,719 (300)

信用保証 36,513 34,826 30,637 40,702 (―)

融資 319 45,743 45,899 163 (―)

その他 0 6,061 6,061 ― (―)

計 72,957 127,045 128,172 71,830 (300)

 ５ 割賦売掛金を流動化した残高は次のとおりであり

ます。

個品あっせん売掛金 23,515百万円

 ５       ―――――――
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前事業年度 

(平成20年３月31日)
当事業年度 

(平成21年３月31日)

 ６       ―――――――  ６ 偶発債務

   関係会社の保証業務に係る連帯保証債務

ＪＮＳ管理サービス株式会社 97,558百万円

計 97,558  〃

 

 ７ 当社は、ローンカード及びクレジットカード業務

に附帯するキャッシング業務等を行っています。

当該業務における貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出
コミットメントの総額

2,223,269百万円

貸出実行残高 290,013  〃

差引額 1,933,256  〃

なお、上記貸出コミットメント契約においては、

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれているため、必

ずしも全額が貸出実行されるものではありませ

ん。

 

 ７ 当社は、ローンカード及びクレジットカード業務

に附帯するキャッシング業務等を行っています。

当該業務における貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出
コミットメントの総額

1,905,077百万円

貸出実行残高 247,324  〃

差引額 1,657,752  〃

なお、上記貸出コミットメント契約においては、

借入人の資金使途、信用状態等に関する審査を貸

出の条件としているものが含まれているため、必

ずしも全額が貸出実行されるものではありませ

ん。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 １ 取扱高の部門別内訳は次のとおりであります。

 総合あっせん 715,824百万円 (711,582)

 個品あっせん 325,794  〃 (303,785)

 信用保証 565,275  〃 (527,914)

 融資 251,888  〃 (251,880)

 その他 587,721  〃

 計 2,446,504  〃

(注)１ ( )内は元本を表示しております。

２ 信用保証部門の当期末における信用保証の極

度貸しの保証残高は34,044百万円でありま

す。

 

 １ 取扱高の部門別内訳は次のとおりであります。

総合あっせん 723,890百万円 (719,752)

個品あっせん 306,343  〃 (286,204)

信用保証 533,280  〃 (500,785)

融資 211,317  〃 (211,317)

その他 635,985  〃

計 2,410,818  〃

(注)１ ( )内は元本を表示しております。

２ 信用保証部門の当期末における信用保証の極

度貸しの保証残高は30,437百万円でありま

す。

※２ 営業収益には流動化した債権に係る収益が次のと

おり含まれております。

個品あっせん収益 842百万円

 ２        ―――――

※３ 営業収益(その他)

販売用不動産の販売に係る販売益を含んでおりま

す。売上高、売上原価及び販売益は次のとおりで

あります。

 ３        ―――――

売上高 91百万円

売上原価 84  〃

 期首たな卸高 65  〃

 当期購入高 18  〃

 期末たな卸高 －  〃

販売益 7  〃

※４ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであ

ります。

広告宣伝費 7,531百万円

貸倒引当金繰入額 47,203  〃

従業員給料手当 16,556  〃

賞与引当金繰入額 2,031  〃

福利厚生費 2,259  〃

退職給付費用 496  〃

通信費 4,583  〃

計算費 17,460  〃

諸手数料 4,657  〃

消耗品費 3,646  〃

賃借料 3,930  〃

減価償却費 523  〃

その他 22,980  〃

計 133,861  〃

※４ 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであ

ります。

広告宣伝費 5,773百万円

貸倒引当金繰入額 29,088  〃

従業員給料 15,745  〃

賞与引当金繰入額 2,212  〃

福利厚生費 2,193  〃

退職給付費用 1,001  〃

通信費 3,921  〃

計算費 17,209  〃

支払手数料 4,557  〃

消耗品費 2,198  〃

賃借料 3,934  〃

減価償却費 660  〃

その他 22,103  〃

計 110,600  〃

※５ 固定資産売却益は次のとおりであります。

建物売却 3百万円

 ５        ―――――

※６ 過年度発生いたしました当社顧客情報の流出問題

に伴う解決金として受け取ったものであります。

 ６        ―――――

※７ 固定資産売却損は次のとおりであります。

建物土地売却 113百万円

※７ 固定資産売却損は次のとおりであります。

建物土地売却 13百万円

※８ 固定資産除却損は次のとおりであります。

建物付属設備 45百万円

器具及び備品 6  〃

ソフトウェア 6  〃

計 59  〃
 

※８ 固定資産除却損は次のとおりであります。

建物附属設備 12百万円

工具、器具及び備品 1  〃

計 13  〃
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(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によ

る売却のためであります。 

  

   

(変動事由の概要)  

普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求によ

る売却のためであります。 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 自己株式に関する事項

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(株) 249,958 25,630 5,490 270,098

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 自己株式に関する事項

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(株) 270,098 29,275 847 298,526
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

―――――

―――――

 

車両 
(百万円)

器具及び備品 

(百万円)
合計

(百万円)

取得価額 
相当額

11 256 267

減価償却累 
計額相当額

5 150 156

期末残高 
相当額

5 105 111

２ 未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 52百万円

 １年超 73  〃

 合計 125  〃

―――――

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 64百万円

減価償却費相当額 55  〃

支払利息相当額 5  〃

―――――

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。

―――――

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

―――――
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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。 

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。 

  

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)

当事業年度(平成21年３月31日現在)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  (繰延税金資産)

   貸倒引当金 8,037百万円

   賞与引当金 820 〃

   カードポイント引当金 419 〃

   投資有価証券・出資金評価損 2,974 〃

   繰越欠損金 934 〃

   その他 760 〃

   繰延税金負債（固定）との相殺 △3,426 〃

    繰延税金資産小計 10,519 〃

   評価性引当額 △784 〃

    繰延税金資産合計 9,735 〃

  (繰延税金負債)

   前払年金費用 △1,606百万円

   その他有価証券評価差額金 △2,201 〃

   繰延税金資産（固定）との相殺 3,426 〃

    繰延税金負債合計 △382 〃

   繰延税金資産の純額 9,353百万円

   繰延税金負債の純額 ― 〃

 

 

１ 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

  (繰延税金資産)

  貸倒引当金 4,931百万円

  賞与引当金 893 〃

  ポイント引当金 668 〃

  子会社株式評価差額 4,856 〃

  投資有価証券 2,090 〃

  その他有価証券評価差額金 577 〃

  利息返還損失引当金 565 〃

   その他 867 〃

   繰延税金負債との相殺 △2,009 〃

    繰延税金資産小計 13,441 〃

   評価性引当額 △674 〃

    繰延税金資産合計 12,766 〃

  (繰延税金負債)

   前払年金費用 △2,009百万円

   繰延税金資産との相殺 2,009 〃

    繰延税金負債合計 ― 〃

   繰延税金資産の純額 12,766 〃

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め注記を省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率 40.4％

  (調整)

 交際費等永久に損金に
  算入されない項目

2.4〃

 受取配当金等永久に益金に 
  算入されない項目

△12.6〃

  住民税均等割 5.0〃

  評価性引当額の増減 △5.0〃

  その他 △0.9〃

 税効果会計適用後の
  法人税等の負担率

29.3〃
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
 ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 559円32銭 １株当たり純資産額 543円78銭

１株当たり当期純損失(△) △67円34銭 １株当たり当期純利益 8円81銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

（平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 
(百万円)

97,951 95,215

普通株式に係る純資産額(百万円) 97,951 95,215

普通株式の発行済株式数(千株) 175,395 175,395

普通株式の自己株式数(千株) 270 298

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)

175,125 175,097

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書の当期純利益 
又は当期純損失（△）(百万円)

△9,971 1,541

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）(百万円)

△9,971 1,541

普通株式の期中平均株式数(千株) 148,076 175,113
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 1.子会社の取得 

  (1)子会社名 

ＪＮＳ管理サービス株式会社 

(2)株式取得の相手先 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

(3)株式取得の目的 

三菱ＵＦＪニコス株式会社の個品割賦事業を吸収分割にて承継した子会社株式を取得すること

で譲受けするもの。 

(4)株式取得の条件 

①株式取得日 

平成20年４月１日 

②取得株式数 

20株 

③株式取得後の当社持株比率 

100％ 

④株式取得金額 

20,000千円 

(5)子会社の概要 

①商号 

ＪＮＳ管理サービス株式会社 

②事業の内容 

割賦販売斡旋業務 

③資本金の額 

20,000千円 

④業績の動向 

平成19年12月設立、平成20年４月事業開始のため、直近の業績はありません。 

(6)資金調達 

①借入日 

平成20年４月１日 

②金額 

2,100億円 

③目的 

子会社取得に伴い承継した借入金の借換として。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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(1) 個別取扱高・売掛金等 

 

  

   

6. その他

（部門別取扱高）

(単位：百万円)

期別 前事業年度
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

当事業年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 対前期増減率

部門別 金額 構成比 金額 構成比

 ％       ％     ％

総 合 あ っ せ ん
715,824

(711,582)
29.3

723,890
(719,752)

30.0 1.1

個 品 あ っ せ ん
325,794

(303,785)
13.3

306,343
(286,204)

12.7 △6.0

信  用  保  証
565,275

(527,914)
23.1

533,280
(500,785)

22.1 △5.7

融     資
251,888

(251,880)
10.3

211,317
(211,317)

8.8 △16.1

そ  の  他 587,721 24.0 635,985 26.4 8.2

合    計 2,446,504 100.0 2,410,818 100.0 △1.5

(注)（ ）内は元本を表示しております。

（割賦売掛金内訳）

(単位：百万円)

部門 内訳
前事業年度

(平成20年３月31日現在)
当事業年度

(平成21年３月31日現在)
前期比増減額

総合あっせん

分割ショッピング 70,749 63,361 △7,388

リボショッピング 30,661 34,387 3,725

小計 101,411 97,749 △3,662

個品あっせん

一般月販 400,923 348,103 △52,820

オートローン 119,199 160,436 41,237

小計 520,123 508,539 △11,583

融資

分割キャッシング 10,261 8,611 △1,650

リボキャッシング 188,455 163,822 △24,633

ローンカード 91,296 74,891 △16,404

保険料ローン他 57,215 117,124 59,908

小計 347,229 364,449 17,219

その他 リース他 304 359 54

合  計 969,068 971,097 2,028

（信用保証割賦売掛金内訳）

(単位：百万円)

部門 内訳
前事業年度

(平成20年３月31日現在)
当事業年度

(平成21年３月31日現在)
前期比増減額 

信用保証

月販保証 328,691 344,891 16,199

オートローン 216,082 227,140 11,058

住宅ローン 860,374 846,174 △14,200

個人ローン 174,453 174,846 393

その他 23,907 27,724 3,816

合  計 1,603,509 1,620,777 17,268

（株）ジャックス　(8584)　平成21年３月期決算短信

-66-



(2) 役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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