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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） 

（注）当社は、平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期の対前期増減率については記載しておりません。 

(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 4,669 △68.2 △28,088 ― △28,083 ― △29,729 ―

20年3月期 14,666 ― △27,548 ― △27,544 ― △29,124 ―

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 △270.54 ― △180.7 △40.9 △601.5

20年3月期 △265.03 ― △63.4 △19.3 △187.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 28,442 1,598 5.6 14.55
20年3月期 108,874 31,310 28.8 284.92

（参考） 自己資本   21年3月期  1,598百万円 20年3月期  31,310百万円

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 584 2,437 △16,039 2,237
20年3月期 7,870 9,806 △20,692 15,254

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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） 
貸金業界を取り巻く環境は厳しさを増すことが予測され、改正貸金業法の段階的な施行による影響、過払金返還請求の推移等により、現時点では、今後
の業績予想について合理的に見積もるには不確定な要素が多く、今後の影響を慎重に精査することが必要であると考え、記載しないことといたしました。 
なお、今後の業績予想につきましては、当連結グループが合理的に見積もることが可能となったと判断した時点で、適宜開示していく所存であります。 



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、21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、37ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社エコバンコ ） 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 114,107,446株 20年3月期 114,107,446株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,217,917株 20年3月期  4,217,556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 4,553 △68.9 △28,078 ― △28,066 ― △29,732 ―

20年3月期 14,641 △44.3 △27,523 ― △27,516 ― △29,095 ―

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 △270.57 ―

20年3月期 △264.77 ―

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 28,318 1,624 5.7 14.78
20年3月期 108,848 31,338 28.8 285.19

（参考） 自己資本 21年3月期  1,624百万円 20年3月期  31,338百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、今後の経済情勢、改正貸金業法の段階的な施行による影響、過払金返還請求の推移等について、慎重に精査することが必要
であると考え、現時点では合理的に見積もることが困難なため、記載しておりません。 



(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上期は原油・原材料価格の高騰や円高・ドル安への流れが急速に進んだ

こと、米国サブプライムローン問題に端を発した国際金融経済の混乱等により先行きの不透明感が増し、下期につ

いては金融資本市場における信用収縮が顕著になり、企業収益の悪化、株価の急落、個人消費の低下等により、景

気の後退が明らかとなり厳しい結果となっております。 

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

のとなっております。加えて、金融資本市場の混乱により信用収縮が顕著になったことで資金調達の厳しさも増し

ております。また、中小企業倒産の増加基調は、改正貸金業法を受けての顧客の信用収縮によることや、建築基準

法改正による建築着工の大幅な減少も、その一因ではないかと危惧されます。 

当連結グループでは、このような状況に的確に対応し、コンプライアンスの一層の徹底を図りながら、事業構造

の変革及び財務の健全性を最重要課題と位置づけ、事業の再構築を推し進めてまいりました。具体的には金融事業

では、新規貸付の取扱を一時中断し、債権ポートフォリオの再構築を推進いたしました。また、前連結会計年度に

続き、従業員176名の希望退職者を募るとともに、店舗の統廃合を進め12店舗から3店舗に集約し経営の効率化を推

進いたしました。さらに、不動産の売却を行い、経営資源の効率化及び財務体質の強化を図りました。 

以上のような諸施策を実施した結果、当連結会計年度の営業収益は4,669百万円、営業損失28,088百万円、経常

損失28,083百万円となり、当期純損失は、特別利益に当社発行の「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付

社債」一部買入消却5,272百万円を行ったことによる新株予約権付社債消却益421百万円及び「2014年満期ユーロ円

建転換社債」一部買入消却300百万円を行ったことによる転換社債消却益45百万円並びに不動産売却による固定資

産売却益136百万円計上、特別損失に早期希望退職者募集に係る特別退職金199百万円計上、不動産の売却等に伴う

固定資産処分損388百万円計上及び減損損失1,596百万円の計上等により、29,729百万円となりました。 

  

事業別の業績は、次のとおりであります。 

 １）商業手形の割引及び貸付に係る事業（既存事業：株式会社ロプロ（当社）） 

   当該事業では、上限金利引下げに対応した新しい与信基準に伴う債権ポートフォリオの再構築により、当

事業年度の貸出金残高は55,876百万円(前事業年度末比40,804百万円減)となりました。その内訳について

は、商業手形が6,878百万円（前事業年度末比13,653百万円減）、営業貸付金が48,997百万円（前事業年度

末比27,150百万円減）であります。 

この結果、受取割引料は718百万円（前年同期比1,412百万円減）、営業貸付金利息は3,657百万円（前年

同期比7,862百万円減）となりました。また、販売費及び一般管理費面では、人件費・物件費については、

経営効率化推進により前年同期比4,623百万円の減少となり、貸倒関係費用については、前年同期比2,247百

万円の減少となりました。 

  従いまして、当社の当事業年度の経営成績は、営業収益4,553百万円（前年同期比10,087百万円減）、営

業損失28,078百万円（前年同期は営業損失27,523百万円）となりました。 

  

 ２）賃貸保証業務に係る事業（既存事業：株式会社エムキャット） 

当該事業においては、当事業年度の営業収益122百万円、営業利益14百万円、経常利益1百万円、当期純利

益0百万円となり、設立2年目で純利益を計上いたしました。 

  
 ３）オール電化製品の販売に係る事業（新規事業：株式会社エコバンコ）  

当該事業においては、平成20年9月1日に子会社を設立し、近年関心の高まる環境ビジネスヘ進出しました

が、競合他社による価格競争等の激化や、当社グループの事業環境悪化に伴う早期希望退職者の募集等の影

響を受け、当事業につきましては現在取扱を中止しており、新たな事業展開に向け検討中であります。 

  

 ② 次期の見通し 

当業界の事業環境は、改正貸金業法が段階的に施行される中、利息返還請求の高止まり、金融資本市場の混乱に

より厳しさを増すことが予測されます。上限金利の引下げを控え債権ポートフォリオの再構築による営業収益の減

少は避けられず、貸倒関連費用の増加も大きな減益要因となっております。また、昨今の金融資本市場の混乱によ

り信用収縮が顕著になったことで資金調達の厳しさも増しております。 

これらの影響により現時点では、今後の業績予想について合理的に見積もるには不確定な要素が多く、今後の影

響等を慎重に精査することが必要であると考え、記載しないことといたしました。 

なお、今後の業績予想につきましては、当連結グループが合理的に見積もることが可能となったと判断した時点

で、適宜開示していく所存であります。  

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産・負債・純資産の状況 

1）資産の部 

当連結会計年度末の資産合計は28,442百万円となり、前連結会計年度末に比べ80,431百万円減少しました。 

資産減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、債権ポートフォリオの再構築により、貸出金40,804百万

円、受取手形1,067百万円が減少したこと、有利子負債の返済に伴い現金及び預金が13,115百万円減少並びに預

け金16,546百万円が減少したことや、有形固定資産売却により有形固定資産4,042百万円が減少していることに

加え、貸倒引当金の積増しにより貸倒引当金4,370百万円が増加したことによるものであります。 

2）負債の部 

当連結会計年度末の負債合計は26,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ50,720百万円減少しました。 

負債減少の主な要因は、前連結会計年度末に比べ、未払金が2,866百万円増加したものの、貸出金の減少に伴

い借入金が40,095百万円、将来の利息返還請求に備えた係争関係損失引当金が2,593百万円、前受収益が695百万

円減少したこと、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の一部消却5,272百万円及び繰上償還

4,228百万円を行ったこと、「2014年満期ユーロ円建転換社債」の一部消却300百万円及び繰上償還38百万円を行

ったこと等による減少要因が、上回ったことによるものであります。 

3）純資産の部 

当連結会計年度末の純資産合計は1,598百万円となり、前連結会計年度末に比べて29,711百万円減少しまし

た。純資産の減少の主な要因は、当期純損失29,729百万円計上によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、2,237百万円となり、前連結会計年度末比で13,017百万円減少いたし

ました。 

1）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果増加した資金は584百万円となりました。この主な要因は、債権ポートフォリオの再構築によ

る商業手形及び営業貸付金並びに預け金の減少や貸倒関連費用の積増しによる貸倒引当金の計上等の増加要因

が、債権流動化による借入金の減少や税金等調整前当期純損失等の減少要因を上回ったことによるものです。 

2）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果増加した資金は2,437百万円となりました。この主な要因は、経営資源効率化による有形固定

資産の売却によるものであります。 

3）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は16,039百万円となりました。この主な要因は、貸出金の減少に伴う借入金の返

済や、「2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」及び「2014年満期ユーロ円建転換社債」の一部消

却並びに繰上償還を行ったことによるものです。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

つきましても、安定配当を基本としておりますが、当期につきましては、多額の損失計上となりましたので、誠に

遺憾ながら、期末配当金は、見送りとさせていただきたいと存じます。 

(4）事業等のリスク 

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

における将来に関する事項は、決算発表日（平成21年5月20日）現在において当社が判断したものであります。 

① 法律改正・規制変更に伴うリスク 

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

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

  

② 貸金業法の業務規制に係るリスク 

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

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

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

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

業績に影響を及ぼす可能性があります。 



 ③ 貸付金利の規制等に係るリスク 

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

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

ね1年の期間があるものの、現行の29.2％の上限金利が20％～15％に引き下げられることから、市場の大幅な信用

収縮やクレジットコストの増加が懸念され、当連結グループの事業及び業績に大きく影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

④ 利息返還損失増加に係るリスク 

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

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

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

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

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

あります。 

  

⑤ 貸付債権に係るリスク 

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

から、不良債権が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  
⑥ 資金調達および資金調達費用に係るリスク 

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

などの方法により調達先・調達方法の多様化を図っております。しかしながら、資金調達については、一定の財務

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

ぼす可能性があります。また、当社の信用力の低下等により貸付資金の調達が困難となった場合、又は市場金利の

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

  

⑦ 顧客情報の漏洩に係るリスク 

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

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

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

により、顧客情報が外部に流出し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 競争激化に係るリスク 

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

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

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

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

す。 

  

⑨ 情報システム・情報ネットワークシステムに係るリスク 

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

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

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

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

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

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

る信頼性の低下を招くなどの影響を及ぼす可能性があります。 

  
(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても、営業収益が著しく減少し、重要な

営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、シンジケートローン契約が財務制限条項に抵触しておりま

す。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売却を予定している不動産の処分が困難な状況にあります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり対処してまいります

が、これらの対策には不確実性が認められるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。 



 当社グループは、当社と子会社2社により構成されております。 

 当連結会計年度において、当社グループは、オール電化製品の販売事業に進出しましたが、競合他社による価格

競争等の激化や、当社グループの事業環境悪化に伴う早期希望退職者の募集等の影響を受け、当事業につきまして

は現在取扱いを中止しております。  

 この結果、当連結会計年度末現在、当連結グループは、当社及び子会社2社から構成されることとなり、商業手形

の割引及び資金の貸付事業、賃貸保証事業の2事業部門に関係する事業を営むこととなりました。 

 各社の主要な業務は次のとおりであります。 

 (1) 当社は、事業者向けの事業資金の貸付け（手形貸付及び証書貸付）、商業手形の割引及び不動産の賃貸業務を行

っております。 

 (2) 連結子会社である株式会社エムキャットは、賃貸保証業務を行っております。 

（3）連結子会社である株式会社エコバンコは、現在新たな事業展開に向け検討中であります。  

これらの、関係を図示しますと、次のとおりであります。 

２．企業集団の状況





(1）会社の経営の基本方針 

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

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

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

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

経営資源の最適配分を図ってまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当連結グループは、継続的な事業の成長を通じて、企業価値を向上していくこと及び財務体質の強化を経営の目

標としておりますが、現時点では事業基盤の強化を優先すべき時期であると認識しており、早期に利益の出る体質

への転換、財務体質の強化に向け努力してまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

当業界の事業環境は、改正貸金業法が段階的に施行される中、利息返還請求の高止まりにより厳しい状況が続く

と思われますが、当連結グループでは、これまで経営効率化の推進や財務の健全性等の施策を推し進めてきた結

果、人件費、物件費及び有利子負債の削減には一定の効果を上げてまいりました。人件費及び物件費につきまして

は、希望退職者の募集、店舗の統廃合等を行った結果、前連結会計期間に比べ4,557百万円削減し経営の効率化を

推進いたしました。また、有利子負債につきましては、社債の買入消却及び繰上償還等を行った結果、前連結会計

年度末に比べ49,933百万円減少し将来の返済リスクは大幅に減少いたしました。今後も、より一層の経営効率化

に取り組み、新規事業の育成、魅力ある新商品の開発に注力することで、新たな資金の調達を進めるとともに、黒

字化した子会社事業の拡大を図ることで、早期に新たなる収益基盤を形成し、企業価値の向上を目指してまいりま

す。 

  

３．経営方針



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 ※1  15,554 ※1  2,439

預け金 ※2  19,972 ※2  3,426

受取手形 ※3  1,645 ※3  577

商業手形 ※1, ※2, ※6  20,531 ※6  6,878

営業貸付金 ※1, ※2, ※4, ※6  76,478 ※1, ※2, ※4, ※6  49,327

その他 766 792

貸倒引当金 △33,553 △37,924

流動資産合計 101,395 25,518

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  10,653 ※1  6,349

減価償却累計額 △6,769 △4,899

建物及び構築物（純額） 3,884 1,449

器具及び備品 2 3

減価償却累計額 △1 △3

器具備品（純額） 0 0

土地 ※1, ※5  2,361 ※1  753

有形固定資産合計 6,246 2,204

無形固定資産   

ソフトウエア 0 2

無形固定資産合計 0 2

投資その他の資産   

投資有価証券 271 58

その他 960 659

投資その他の資産合計 1,231 717

固定資産合計 7,478 2,924

資産合計 108,874 28,442

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1, ※2  38,574 ※1, ※2  4,821

1年内返済予定の長期借入金 ※1  5,843 ※1  214

未払金 － 4,090

未払法人税等 193 131

前受収益 973 278

賞与引当金 55 21

係争関係損失引当金 7,466 6,208

その他 1,551 139

流動負債合計 54,656 15,905



（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) 

固定負債   

転換社債 408 70

新株予約権付社債 9,500 －

長期借入金 ※1  714 －

退職給付引当金 65 45

係争関係損失引当金 12,127 10,791

その他 92 32

固定負債合計 22,907 10,939

負債合計 77,564 26,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 59,609 35,195

資本剰余金 10,938 －

利益剰余金 △35,381 △30,455

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 32,036 1,609

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29 △11

土地再評価差額金 ※5  △696 －

評価・換算差額等合計 △726 △11

純資産合計 31,310 1,598

負債純資産合計 108,874 28,442



（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   

受取割引料 2,130 718

営業貸付金利息 11,535 3,687

銀行預金利息 11 4

手数料収入 115 94

不動産賃貸収入 874 164

その他の営業収益 － 0

営業収益合計 14,666 4,669

営業費用   

金融費用 ※1  2,687 ※1  796

支払手数料 379 206

不動産賃貸原価 680 92

その他の営業費用 － 0

営業費用合計 3,748 1,096

営業総利益 10,917 3,572

販売費及び一般管理費   

役員報酬 162 136

給料及び手当 2,931 1,394

賞与引当金繰入額 55 21

福利厚生費 702 325

退職給付費用 294 18

広告宣伝費 184 42

旅費及び交通費 286 134

通信費 384 159

租税公課 435 267

地代家賃 944 496

減価償却費 381 257

貸倒引当金繰入額 16,113 17,791

係争関係損失引当金繰入額 11,401 9,008

貸倒損失 1,571 39

その他 2,617 1,567

販売費及び一般管理費合計 38,466 31,661

営業損失（△） △27,548 △28,088

営業外収益   

受取配当金 6 6

有価証券利息 3 0

団体生命保険返戻金 20 4

雑収入 12 10

営業外収益合計 42 21



（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) 

営業外費用   

支払利息 7 6

新株発行費償却 14 －

投資事業組合損失 8 5

雑損失 8 4

営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,544 △28,083

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,880 ※2  136

投資有価証券売却益 0 －

新株予約権付社債消却益 400 421

転換社債消却益 － 45

特別利益合計 2,280 602

特別損失   

固定資産処分損 ※3  1,379 ※3  388

投資有価証券評価損 0 －

投資有価証券売却損 － 57

減損損失 ※4  2,002 ※4  1,596

特別退職金 419 199

特別損失合計 3,801 2,241

税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,721

法人税、住民税及び事業税 58 8

法人税等合計 58 8

当期純損失（△） △29,124 △29,729



（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 59,609 59,609

当期変動額   

資本金の取崩 － △24,413

当期変動額合計 － △24,413

当期末残高 59,609 35,195

資本剰余金   

前期末残高 45,026 10,938

当期変動額   

資本金の取崩 － 24,413

資本剰余金の取崩 △34,088 △35,352

当期変動額合計 △34,088 △10,938

当期末残高 10,938 －

利益剰余金   

前期末残高 △34,088 △35,381

当期変動額   

当期純損失（△） △29,124 △29,729

資本剰余金の取崩 34,088 35,352

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

当期変動額合計 △1,292 4,925

当期末残高 △35,381 △30,455

自己株式   

前期末残高 △3,130 △3,130

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3,130 △3,130

株主資本合計   

前期末残高 67,417 32,036

当期変動額   

当期純損失（△） △29,124 △29,729

資本金の取崩 － －

資本剰余金の取崩 － －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

当期変動額合計 △35,381 △30,426

当期末残高 32,036 1,609



（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 29 △29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

当期変動額合計 △59 18

当期末残高 △29 △11

土地再評価差額金   

前期末残高 △6,953 △696

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

当期変動額合計 6,256 696

当期末残高 △696 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,923 △726

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

当期変動額合計 6,197 715

当期末残高 △726 △11

純資産合計   

前期末残高 60,493 31,310

当期変動額   

当期純損失（△） △29,124 △29,729

資本金の取崩 － －

資本剰余金の取崩 － －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

当期変動額合計 △29,183 △29,711

当期末残高 31,310 1,598



（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 
(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △29,065 △29,721

減価償却費及びその他の償却費 880 374

減損損失 2,002 1,596

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,822 4,370

賞与引当金の増減額（△は減少） △69 △33

係争関係損失引当金の増減額（△は減少） 3,125 △2,593

受取配当金 △6 △6

支払利息 7 6

新株発行費償却 14 －

固定資産売却益 △1,880 －

固定資産売却損益（△は益） － 246

投資有価証券売却損益（△は益） △0 57

新株予約権付社債消却益 △400 △421

転換社債消却益 － △45

固定資産処分損 1,379 －

固定資産処分損益（△は益） － 5

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

特別退職金 419 199

預け金の増減額（△は増加） 928 16,546

受取手形の増減額（△は増加） 2,188 1,067

商業手形の増減額（△は増加） 11,458 13,653

営業貸付金の増減額（△は増加） 27,406 27,150

その他の流動資産の増減額（△は増加） 380 △26

商業手形流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△7,062 △10,157

手形債権流動化による借入金の増減額（△は減
少）

△9,000 △23,270

証書貸付債権流動化による借入金の増減額（△は
減少）

△2,748 －

前受収益の増減額（△は減少） △1,384 △695

その他の営業活動による増減額（△は減少） △125 2,619

小計 8,273 922

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △7 △6

特別退職金の支払額 △339 △279

法人税等の支払額 △62 △58

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,870 584



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期性預金の預入による支出 △300 △552

定期預金の払戻による収入 － 650

有形固定資産の取得による支出 △50 △88

有形固定資産の売却による収入 10,651 2,177

無形固定資産の取得による支出 △539 △158

投資有価証券の取得による支出 △18 △10

投資有価証券の売却による収入 0 178

その他の投資活動による増減額（△は減少） 62 241

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,806 2,437

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） △435 △325

長期借入金の返済による支出 △16,599 △6,343

社債の償還による支出 △2,057 △4,266

新株予約権付社債の買入消却による支出 △1,600 △4,850

転換社債の買入消却による支出 － △255

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,692 △16,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,015 △13,017

現金及び現金同等物の期首残高 18,270 ※1  15,254

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  15,254 ※1  2,237



継続企業の前提に関する注記

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） 

当連結グループは、前事業年度（企業集団：当社のみ）

に23,978百万円の当期純損失を計上し、当連結会計年度

においても改正貸金業法に関連する出資法上の上限金利

の引下げや利息返還請求が業績への大きな圧迫要因とな

り、29,124百万円の当期純損失を計上いたしました。ま

た、純資産の減少等により、シンジケートローン契約(平

成20年3月31日現在借入金残高2,398百万円)について財務

制限条項に抵触することとなりました。これらの状況に

より、当連結グループは継続企業の前提に重要な疑義を

抱かせる事象の存在に該当しています。 

 当連結グループは、改正貸金業法の段階的な施行に伴

い、貸金業者への規制が大幅に強化されていく中で、債

権ポートフォリオ再構築による貸出金残高の減少、利息

返還請求の高止まり等により厳しい事業環境下にありま

すが、当該状況を解消すべく平成20年5月19日に策定した

経営計画等に基づき、次のとおりに対処してまいりま

す。 

 1. 収益構造の変革 

 上限金利引下げに対応した収益モデルを構築するた

めに、貸出金の継続時の与信基準を厳格化するとと

もに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの低い貸

出債権の選別を図ってまいります。特に営業貸付金

において、既存債権のうち新与信基準に満たない債

権については、積極的に債権回収を図ってまいりま

す。また、「賃貸保証」(連結子会社：株式会社エム

キャット)、「動産担保ローン」等における金銭貸借

の紹介業務、「リース」及び「割賦販売」等の紹介

業務といった新たな事業を早期に収益貢献ができる

よう推進してまいります。 

2. コスト構造の変革 

 このような厳しい経営環境下、当連結会計年度に、

事業構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職者

の募集、固定資産の売却を行いました。来期におい

ても、一層の経営効率化を図ってまいります。 

 3. 資金繰りの見通し 

シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条項

に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、継続

的な取引をしていただいており、今回につきまして

も、継続的な取引をしていただける旨の協議を行っ

ております。一方、キャッシュ面において、平成20

年3月末現在の現金及び預金残高は15,554百万円であ

り当面十分な運転資金を確保していることや、「手

形貸付」及び「証書貸付」において、既存債権のう

ち新与信基準に満たない債権については、積極的に

債権回収を図ってまいりますことからも、事業の継

続性及び資金繰りに問題はないものと考えておりま

す。 

 従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。 

当連結グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結

会計年度においても、営業収益が著しく減少し、重要な

営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しており、シ

ンジケートローン契約が財務制限条項に抵触しておりま

す。また、金融機関からの新たな資金調達並びに売却を

予定している不動産の処分が困難な状況にあります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

当連結グループは、当該状況を解消すべく、次のとおり

対処してまいります。 

 1. 収益力の回復 

 既存の金融事業においては、上限金利引下げを視野

に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リスクの

抑制を図ります。また、グループ会社を通じた賃貸

保証事業は、新会社設立2年目にして黒字化を達成す

るなど堅調に推移しており今後も業容の拡大を図っ

てまいります。さらに、新たな収益源の獲得を企図

した「不動産担保ローン」の媒介業務等のフィービ

ジネスによる手数料収入の拡大を推進するととも

に、新たな資金調達を前提として「動産担保ロー

ン」をはじめとする新商品の開発、他社・他業態と

の提携等を通じた新事業の推進により、収益力の回

復を図ってまいります。 

2. コスト構造の変革 

 事業構造改革として、前連結会計年度に引き続き、

不動産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職者

の募集による大幅な人員削減を実施し、本社機能の

移転並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大幅な積

み増し等により経営効率化を積極的に進めてまいり

ました。今後も引き続き、業務の効率化により諸経

費の削減を実施してまいります。 

 3. 財務基盤の安定化 

有利子負債につきましては、社債の買入消却及び償

還、借入金の返済により、将来の返済負担は大幅に

減少しており、シンジケート団とは、財務制限条項

に抵触している事実を踏まえた上で、継続的な取引

を維持していただけるよう協議を行ってまいりま

す。また、より厳しさを増すと予想される資金調達

環境に対応するべく、不動産の処分を進めるととも

に、資金繰りの安定化を図ることを目的として、利

息返還債務にかかる支払条件の変更要請を行ってお

ります。なお、利息返還債務については、一部債権

者より差押命令申立を受けるという状況も発生して

おりますが、当社要請に対する理解が得られるよう

最大限の努力を行ってまいります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動産の

処分については、外部要因に大きく依存しており、利息

返還債務にかかる支払条件の変更要請については、今後

も差押命令申立を受ける可能性もあるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

連結財務諸表には反映しておりません。 



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 連結子会社     1社 

 当社の連結子会社は株式会社エムキャッ

トの1社であります。 

(1)連結子会社の数   2社 

   連結子会社の名称 

   株式会社エムキャット 

   株式会社エコバンコ  

  （追加情報） 

 開示対象特別目的会社の概要、開示対象

特別目的会社を利用した取引の概要及び

開示対象特別目的会社との取引金額等に

ついては、「開示対象特別目的会社関

係」として記載しております。 

 なお、当連結会計年度より、「一定の特

別目的会社に係る開示に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第15号 平成

19年3月29日）を適用しております。 

(2)開示対象特別目的会社 

 開示対象特別目的会社の概要、開示対象

特別目的会社を利用した取引の概要及び

開示対象特別目的会社との取引金額等に

ついては、「開示対象特別目的会社関

係」として記載しております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項     

（1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

 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 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  建物及び構築物 3～50年

器具備品 3～20年

  

  また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法によっております。 

  ② 無形固定資産 

ソフトウェア（全て自社利用目的）

については、社内における利用可能

期間（5年）に基づく定額法によって

おります。 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  ―――――― 

  

  

③ リース資産 

リース取引開始日が平成20年3月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・

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。 



  
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） 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、8,123百万円で

あります。 

① 貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、8,296百万円で

あります。 

  ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

  

  ③ 係争関係損失引当金 

貸金に関する係争による損失に備え

るため、係争の妥結に伴い発生する

と見込まれる額を計上しておりま

す。 

なお、係争に関連する債権のうち、

回収不能見込額として直接減額して

いる金額は、208百万円であります。

③ 係争関係損失引当金 

貸金に関する係争による損失に備え

るため、係争の妥結に伴い発生する

と見込まれる額を計上しておりま

す。 

なお、係争に関連する債権のうち、

回収不能見込額として直接減額して

いる金額は、1,007百万円でありま

す。 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。 

数理計算上の差異については、発生

年度に全額を費用処理しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。 

数理計算上の差異については、発生

年度に全額を費用処理しておりま

す。 

当連結グループは、平成20年11月7日

に開催された取締役会において、経

営資源の効率化を図るため、希望退

職者の募集を行うことを決議いたし

ました。この結果、当連結会計年度

末において従業員数が大幅に減少し

300人未満となり、合理的に数理計算

上の見積もりを行うことが困難とな

ったため、退職給付債務の計算につ

いて原則法から簡便法に変更してお

ります。 

この影響により、従来の方法によっ

た場合に比べて退職給付債務が77百

万円減少しております。 

これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失は、77百

万円減少しております。  

(4）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

 ―――――― 



  
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） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについて、特例処

理によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

当連結グループの内部規程である

「デリバティブ取引取扱規程」に基

づき、金利変動リスクをヘッジして

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対

象の元本等が一致しており、金利ス

ワップの特例処理の要件に該当する

と判定されるため、当該判定をもっ

て有効性の判定に代えております。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 営業収益の計上基準 

営業収益のうち顧客より受領した割

引料、利息、手数料に関しては、時

の経過に応じて、収益を計上してお

ります。 

① 営業収益の計上基準 

同左 

  ② 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

新株発行費は、旧商法の規定する

最長期間（3年間）で毎期均等額の

償却を行っております。 

―――――― 

  ③ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。但し、

固定資産に係る控除対象外消費税等

は投資その他の資産の「その他」に

計上し、5年間で均等償却を行ってお

ります。 

② 消費税等の会計処理    

同左 

  ―――――― 

  

③ 連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度を

適用しております。   

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

該当事項はありません。 同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 



  

  
  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（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） 

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。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。 

また、平成20年4月1日以降に契約した新たなリース取引は

ありませんので、当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。  

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） 

―――――― （連結貸借対照表） 

   前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「未払金」は、当連結会計年度にお

いて、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えたた

め区分掲記しました。 

  なお、前連結会計年度末の「未払金」は、1,224百万

円であります。  

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）  

    前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「固定資産売却益」及び「固定資産処分

損」として掲記されていたものは、EDINETへのXBRL導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、

当連結会計年度より「固定資産売却損益」及び「固定

資産処分損益」に区分掲記しております。なお、前連

結会計年度における「固定資産売却損益」及び「固定

資産処分損益」は、それぞれ504百万円、3百万円であ

ります。  



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並びに対応債務は次のとおり

であります。 

イ 担保提供資産 

※1 担保に供している資産並びに対応債務は次のとおり

であります。 

イ 担保提供資産 

預金 482百万円

商業手形 11,506 

営業貸付金  24,902 

建物 3,799 

土地  2,282 

計  42,974 

預金 54百万円

営業貸付金  3,526 

建物  1,259 

土地  467 

計  5,308 

ロ 対応債務 ロ 対応債務 

また、上記以外の営業債権120百万円について、債権

譲渡予約契約を締結しております。これに対応する

債務は、「1年内返済予定の長期借入金」107百万円

であります。 

短期借入金 38,574百万円

1年内返済予定の長期借入

金 
 3,063 

長期借入金  340 

計  41,977 

短期借入金 4,821百万円

1年内返済予定の長期借入

金 
 10 

計  4,831 

※2 商業手形の流動化については、譲渡担保付借入とし

て会計処理しており、商業手形の残高にはこの流動

化における譲渡手形11,506百万円が含まれておりま

す。 

営業貸付手形の流動化についても、譲渡担保付借入

として会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における譲渡手形20,008百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化にあたって

は、商業手形の流動化に伴って当社が特別目的会社

に対して有する劣後債権の一部1,922百万円も併せて

流動化しております。（但し、上記の流動化につい

て譲渡担保付借入処理を行っていることから、当社

の特別目的会社に対する劣後債権及びその譲渡につ

いて、会計処理は発生しておりません。） 

また、上記の流動化に関連して生じました流動資産

の「預け金」（19,954百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保されたものでありま

す。 

なお、上記の流動化につきましては、当社からの手

形の購入又は割引を主たる目的として設立された特

別目的会社であるエヌ・エム・ユー・アセットファ

ンディングコープ（商業手形の流動化）及びコンビ

ネーション・ファイナンス（営業貸付手形の流動

化）を通して行っております。 

※2 営業貸付手形の流動化については、譲渡担保付借入

として会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における譲渡手形470百万円が含まれており

ます。この営業貸付手形の流動化にあたっては、商

業手形の流動化に伴って当社が特別目的会社に対し

て有する劣後債権の一部0百万円も併せて流動化して

おります。（但し、商業手形の流動化については、

譲渡担保付借入処理を行っていることから、当社の

特別目的会社に対する劣後債権及びその譲渡につい

て、会計処理は発生しておりません。なお、当連結

会計年度末において同流動化における商業手形及び

借入金残高はございません。） 

また、上記の流動化に関連して生じました流動資産

の「預け金」（3,426百万円）につきましては、信用

補完その他の目的により留保されたものでありま

す。 

なお、上記の流動化につきましては、当社からの手

形の購入又は割引を主たる目的として設立された特

別目的会社であるエヌ・エム・ユー・アセットファ

ンディングコープ（商業手形の流動化）及びコンビ

ネーション・ファイナンス（営業貸付手形の流動

化）を通して行っております。 

  



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） 

※3 受取手形は、手形貸付の受取利息として受領した手

形及び先日付小切手であります。 

※3          同左 

※4 営業貸付金の主な内訳 ※4 営業貸付金の主な内訳 

手形貸付 56,469百万円

証書貸付  20,009 

手形貸付 36,511百万円

証書貸付  12,486 

※5 「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第

19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該

差額を全額「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。 

※5        ―――――― 

（1）再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固

定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って

算定する方法によっております。 

（2）再評価を行った年月日   平成14年3月31日 

※6 不良債権の状況 ※6 不良債権の状況 

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 34,738  

貸出条件緩和債権 12,690  

合計 47,429  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権  30,911 

貸出条件緩和債権  11,386 

合計  42,297 

（注）1 破綻先債権とは、支払の遅延、その他の事由に

より、債務者又は保証人からの弁済の見込みが

ないものとした貸付金のうち、債務者に対し法

人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1

項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第

4号に規定する事由が生じているものでありま

す。 

（注）1        同左 

2 延滞債権とは、（注1）に掲げる貸付金のうち、

破綻先債権以外のものであります。 

2        同左 

3 三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が約定支払日（期限の利益を喪失した日を含み

ます。）の翌日から三カ月以上延滞している貸

付金（破綻先債権及び延滞債権を除きます。）

であります。 

3        同左 

4 貸出条件緩和債権とは、債務者又は保証人の経

営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、元本の減免、債権放棄その他の債務者

又は保証人に有利となる取決めを行った貸付金

（破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権

を除きます。）であります。 

4        同左 



（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  金融費用の主要項目 ※1  金融費用の主要項目 

支払利息 1,650百万円

支払手数料 869 

支払利息 467百万円

支払手数料 257 

 ※2  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 1,690百万円

建物 189  

計  1,880 

 ※2  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

売却益  

土地 78百万円

建物 57  

計 136 

※3  固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

除却損 

※3  固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

除却損 

建物及び構築物 3百万円 建物 5百万円

売却損 売却損  

土地 300百万円

建物 1,075  

計  1,376 

土地 162百万円

建物 220  

計 382 



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  減損損失         

 当連結グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

当連結グループは、営業用設備につきましては支店

を、賃貸用設備につきましては各資産をグルーピング

の最小単位とし、本社及び福利厚生用設備等につきま

しては独立したキャッシュ・フローを生み出さないこ

とから共用資産としてグルーピングを行っておりま

す。 

当連結会計年度において、前事業年度（企業集団は当

社のみ）に引き続き営業損失を計上したことに加え、

出資法上限金利の引下げをはじめとする貸金業関係法

令の改正等により、今後の当社を取り巻く経営環境の

悪化が懸念されることや、一部の設備について売却を

行うなど、今後も経営資源の効率化及び財務体質の強

化を図ることから、各支店及び賃貸用設備並びに共用

資産を含むより大きな単位のグループにおいて帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上いたしました。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地及び建物につきましては

不動産鑑定評価額に基づいて算出し、その他の資産に

つきましては零として評価しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

京都市下京区 

共用資産 

（本社及び電算

センター等） 

土地、建物、 

構築物、器具備品、

ソフトウェア、 

リース資産 

637 

京都市西京区 

他4件 

共用資産等 

（福利厚生用設

備） 

土地、建物、 

構築物、器具備品 
31 

京都市下京区 

他全店舗 

営業用設備 

（支店） 
建物 9 

京都市右京区 

他7件  
賃貸用設備 

土地、建物、 

構築物、器具備品 
1,324 

土地 426百万円

建物 1,184 

構築物  2 

器具備品 3  

ソフトウェア   381 

リース資産  4 

計 2,002  

※4  減損損失         

 当連結グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

当連結グループは、営業用設備につきましては支店

を、賃貸用設備及び売却を予定している資産等につき

ましては各資産をグルーピングの最小単位とし、本社

及び福利厚生用設備等につきましては独立したキャッ

シュ・フローを生み出さないことから共用資産として

グルーピングを行っております。 

当連結会計年度において、前連結会計年度に引き続き

営業損失を計上したことに加え、出資法上限金利の引

下げをはじめとする貸金業関係法令の改正等により、

今後の当社を取り巻く経営環境の悪化が懸念されるこ

とや、一部の設備について売却を行うなど、今後も経

営資源の効率化及び財務体質の強化を図ることから、

売却予定資産並びに共用資産を含むより大きな単位の

グループにおいて帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いた

しました。 

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地及び建物につきましては

売却予定価格(買付証明価額)又は不動産鑑定評価額に

基づいて算出し、その他の資産につきましては零とし

て評価しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

京都市下京区 

他2件 

売却予定資産 

（旧本社等） 

土地、建物, 

器具備品 
1,180 

京都市下京区 

他1件 

共用資産等 

(電算センター

等) 

   土地、建物、 

器具備品、 

ソフトウェア  

401 

京都市西京区

他2件 

共用資産 

(福利厚生用設

備) 

土地、建物 14 

土地 648百万円

建物  803 

器具備品  16 

ソフトウェア  129 

計 1,596  



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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度末の株式数は前事業年度

末の株式数を記載しております。 

 2  普通株式の自己株式の株式数の増加660株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）1  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度末の株式数は前事業年度

末の株式数を記載しております。 

    2  2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の「当連結会計年度減少」は、社債権者からの請

求による繰上償還によるものです。 

    3  2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の「当連結会計年度減少」は、買入消却によるも

のです。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株）(注)1

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  114,107,446  －  －  114,107,446

合計  114,107,446  －  －  114,107,446

自己株式         

普通株式 （注）2  4,216,896  660  －  4,217,556

合計  4,216,896  660  －  4,217,556

新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計年
度末残高 
（百万円） 

前連結会計年
度末(注)1 

当連結会計年
度増加 

当連結会計年
度減少 
(注)2,3 

当連結会計年
度末 

2009年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債 
普通株式  2,545 －  2,545  － －

2011年満期ユーロ円建転換社

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

 合計 －  17,538 －  5,152  12,385  9,500



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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）  普通株式の自己株式の株式数の増加361株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）  2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の「当連結会計年度減少」は、買入消却及び社債

権者からの請求による繰上償還によるものです。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  114,107,446  －  －  114,107,446

合計  114,107,446  －  －  114,107,446

自己株式         

普通株式 （注）  4,217,556  361  －  4,217,917

合計  4,217,556  361  －  4,217,917

新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計年
度末残高 
（百万円） 

前連結会計年
度末 

当連結会計年
度増加 

当連結会計年
度減少 
(注) 

当連結会計年
度末 

2011年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債 
普通株式  12,385 －  12,385  － －

 合計 －  12,385 －  12,385  － －



（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 

※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 

（平成20年3月31日現在） （平成21年3月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 15,554百万円

預入期間が3ヵ月を超える定期預

金 
 △300

現金及び現金同等物  15,254

現金及び預金勘定 2,439百万円

預入期間が3ヵ月を超える定期預

金 
 △202

現金及び現金同等物  2,237



（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） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

  

  

  

  

  

  

  

 (1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

   リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・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、その内容は次のとおりであります。 

  なお、平成20年4月1日以降に契約した新たなリース取

引はありませんので、記載を省略しております。  

 (1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  器具備品 

取得原価相当額 288百万円

減価償却累計額相当額  69

減損損失累計額相当額  218

期末残高相当額  －

  器具備品 

取得原価相当額 211百万円

減価償却累計額相当額  37

減損損失累計額相当額  174

期末残高相当額  －

  （注） 取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

  （注） 取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  

１年以内 74百万円

１年超  66

計  140

リース資産減損勘定期末残高 140百万円
  

１年以内 40百万円

１年超  26

計  66

リース資産減損勘定期末残高 66百万円

  （注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

  （注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 119百万円

リース資産減損勘定の取崩額  116

減価償却費相当額  2

減損損失  4

支払リース料 74百万円

リース資産減損勘定の取崩額  74

減価償却費相当額  －

減損損失  －

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

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。 

  

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 151百万円

１年超  148

計  299

１年以内 157百万円

１年超  30

計  188



1 その他有価証券で時価のあるもの 

（注）「その他有価証券で時価のあるもの」の「株式」のうち、前連結会計年度において減損処理をおこなったものが

あり、減損処理後の帳簿価額を取得原価に記載しております。 

     なお、当該株式の減損にあたっては、当社及び連結子会社におきまして下記の合理的な社内基準をもちまして

減損処理を行っております。 

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（有価証券関係）

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）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額(百万円)
取得原価

（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額(百万円)

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの） 
            

① 株式  2  5  2  2  3  0

② 債券  －  －  －  －  －  －

③ その他  －  －  －  －  －  －

小計  2  5  2  2  3  0

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの） 
            

① 株式  54  41  △12  31  19  △12

② 債券  －  －  －  －  －  －

③ その他  202  183  △19  －  －  －

小計  256  224  △31  31  19  △12

合計  259  230  △29  34  23  △11

時価の下落率が50％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％以上50％未満の

場合 

前期末、当中間期末及び当期末において、連続して30％以上の下落率

にあるものについては、原則として減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理は行わない。 

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）  0  235

売却損の合計額（百万円）  0  57

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）

その他有価証券     

 投資事業組合への出資  35  30

非上場株式  5  5

計  40  35



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 

前連結会計年度（平成20年3月31日） 

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

当連結会計年度（平成21年3月31日） 

該当事項はありません。 

（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、利用目的及び取組方針 

 当連結グループでは、借入金について、将来取引市場

における金利変動が利息負担額に及ぼす影響を軽減す

る目的に限定し、金利関連のデリバティブ取引を利用

しております。トレーディング目的及び投機目的での

取引は、行わない方針であります。なお、デリバティ

ブ取引のうち、ヘッジ会計の要件を満たすものについ

ては、ヘッジ会計を適用しております。 

① 取引の内容、利用目的及び取組方針 

同左 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについて、特例処理によっております。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

同左 

(ハ)ヘッジ方針 

 当連結グループの内部規程である「デリバティブ取

引取扱規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジし

ております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左  

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法 

 ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が一

致しており、金利スワップの特例処理の要件に該当

すると判断されるため、当該判定をもって有効性の

判定に代えております。 

(ニ)ヘッジ有効性の評価方法 

同左  

② 取引に係るリスクの内容 

 当連結グループが利用している金利関連のデリバティ

ブ取引は、市場金利の変動に伴う潜在的なリスクを含

んでおります。なお、当連結グループの金利関連のデ

リバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金

融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスク

は極めて少ないものであります。 

② 取引に係るリスクの内容 

同左  

③ 取引に係るリスク管理体制 

 当連結グループでは、デリバティブ取引に係る方針、

権限、限度額、手続等を定めた管理規程があり、これ

に基づいて、財務部が取引を実行しており、実施した

取引についての確認及び記録の管理は、経理部が主導

で実施しております。デリバティブ取引に関する契約

額、契約の内容、市場リスクに関する情報等の重要な

事項に関しては、財務部長より管掌役員に毎月報告が

行われております。 

③ 取引に係るリスク管理体制 

 当連結グループでは、デリバティブ取引に係る方針、

権限、限度額、手続等を定めた管理規程があり、これ

に基づいて、経理企画部が取引を実行しており、実施

した取引についての確認及び記録の管理は、経理企画

部が主導で実施しております。デリバティブ取引に関

する契約額、契約の内容、市場リスクに関する情報等

の重要な事項に関しては、経理企画部長より管掌役員

に毎月報告が行われております。 



 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。 

 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。 

（退職給付関係）

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  採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格

退職年金制度を設けております。 

1  採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格

退職年金制度を設けております。 

なお、当連結会計年度末において、希望退職者の募集

に伴い従業員が300人未満となり、合理的に数理計算

上の見積もりを行うことが困難となったため、退職給

付債務の計算方法について原則法から簡便法に変更し

ております。  

2  退職給付債務に関する事項 2  退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △636百万円

年金資産  570

退職給付引当金  △65

退職給付債務 百万円△196

年金資産  150

退職給付引当金  △45

3  退職給付費用に関する事項 3  退職給付費用に関する事項 

（注）上記退職給付費用以外に希望退職者に係る特別

退職加算金419百万円を特別損失に計上してお

ります。 

勤務費用 87百万円

利息費用  11

期待運用収益  △18

数理計算上の差異の費用処理額  213

退職給付費用  294

（注）上記退職給付費用以外に希望退職者に係る特別

退職金199百万円を特別損失に計上しておりま

す。 

勤務費用 百万円92

利息費用  9

期待運用収益  △11

数理計算上の差異の費用処理額  5

退職給付債務の計算方法変更に伴

う取崩額 
 △77

退職給付費用  18

4  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率      1.5％ 

期待運用収益率      2.0％ 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

数理計算上の差異の処理年数    １年 

当連結会計年度末において原則法から簡便法に変更

しているため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）



（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） 

 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳  繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  

繰延税金資産 (単位：百万円) 

貸倒引当金損金算入限度超過額  16,712

係争関係損失引当金  8,186

減損損失・減価償却超過額  2,379

未収収益不計上否認額  232

繰越欠損金  65,714

土地再評価に係る繰延税金資産  2,711

その他  1,004

繰延税金資産小計  96,941

評価性引当額  △96,941

繰延税金資産合計  －

繰延税金資産 (単位：百万円) 

貸倒引当金損金算入限度超過額  18,534

係争関係損失引当金  7,220

債権放棄否認額  2,569

未払係争関係和解金  1,616

減損損失・減価償却超過額  2,441

未収収益不計上否認額  850

繰越欠損金  51,258

土地再評価に係る繰延税金資産  2,118

その他  118

繰延税金資産小計  86,728

評価性引当額  △86,728

繰延税金資産合計  －



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） 

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

該セグメントの営業収益、営業損失及び資産の金額が、それぞれ、全セグメントの営業収益、営業損失及び全

セグメントの資産の金額の合計額の90％超となっております。 

 このため、「連結財務諸表規則様式 様式第一号（記載上の注意）(14)」に基づき事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

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） 

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

該セグメントの営業収益、営業損失及び資産の金額が、それぞれ、全セグメントの営業収益、営業損失及び全

セグメントの資産の金額の合計額の90％超となっております。 

 このため、「連結財務諸表規則様式 様式第一号（記載上の注意）(14)」に基づき事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

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） 

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

す。 

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） 

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

す。 

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） 

 海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。 

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） 

 海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



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 

取引については、一般と同様の条件に拠っております。 

2  取引金額以外の金額には、消費税等を含んでおります。 

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） 

当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を

適用しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

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 

取引については、一般と同様の条件に拠っております。 

2  取引金額以外の金額には、消費税等を含んでおります。  

（関連当事者情報）

属性 氏名 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 

松田一男 －  － － 
被所有 

直接9.44％ 
－ － 

家賃の支払  81
その他 

(前払費用) 
7

敷金の支払  0
その他 

(敷金) 
45

資金の借入  2,000

－ －借入金の返済  2,000

利息の支払  17

属性 氏名 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 

松田一男 －  － － 
被所有 

直接9.44％ 
－ － 

家賃の支払  82
その他 

(前払費用) 
6

敷金の支払  －
その他 

(敷金) 
45



 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） 

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

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

動化を行っております。 

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

社）との間で当社を譲渡者とする包括的な営業貸付手形債権の売買契約及び別の流動化に伴って発生する劣

後債権についての売買契約を締結しており、適格な両債権を売却することにより資金調達を行っておりま

す。また、この流動化においては、当社は同特別目的会社に対し匿名組合出資を行っており、当該流動化に

おける信用補完の機能をはたしております。なお、当社は同特別目的会社の議決権のある株式等は有してお

らず、役員や従業員の派遣もありません。 

  当社の当該流動化取引に関する会計処理については、金融取引（譲渡担保付借入）として処理しておりま

す。 

  

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） 

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

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

動化を行っております。 

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

社）との間で当社を譲渡者とする包括的な営業貸付手形債権の売買契約及び別の流動化に伴って発生する劣

後債権についての売買契約を締結しており、適格な両債権を売却することにより資金調達を行っておりま

す。また、この流動化においては、当社は同特別目的会社に対し匿名組合出資を行っており、当該流動化に

おける信用補完の機能をはたしております。なお、当社は同特別目的会社の議決権のある株式等は有してお

らず、役員や従業員の派遣もありません。 

  当社の当該流動化取引に関する会計処理については、金融取引（譲渡担保付借入）として処理しておりま

す。 

  

（開示対象特別目的会社関係）



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

（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 284.92円

1株当たり当期純損失 265.03円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 円14.55

1株当たり当期純損失 円270.54

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 円－

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額につい

ては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  
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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（百万円）  29,124  29,729

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）  29,124  29,729

期中平均株式数（千株）  109,890  109,889

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 

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額408百万円）。 

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額70百万円）。 



（重要な後発事象）

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） 

当社は、平成20年5月19日開催の取締役会において、平

成20年6月26日開催の第39回定時株主総会に、資本金及

び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付

議することを決議いたしました。 

 その概要は以下のとおりであります。 

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じた損

失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質の健全化

を図るものであります。 

                    ――――――

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

 平成20年3月31日現在の資本金の額

59,609,480,326円のうち24,413,520,029円、及び

資本準備金の額855,000,000円全額をそれぞれ減

少します。なお、減少後の資本金の額は

35,195,960,297円、資本準備金の額は零円となり

ます。 

(2) 資本金の額の減少方法 

 発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の額

のみを減少いたします。 

３．剰余金処分の内容 

 資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、その他

資本剰余金が増加いたしますが、その他資本剰余金

35,352,063,311円を欠損填補に充て、繰越利益剰余

金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分

の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日 平成20年5月19日 

(2) 定時株主総会決議日 平成20年6月26日 

(3) 債権者異議申述公告日 平成20年6月27日 

(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日 

(5) 効力発生日 平成20年8月 1日 

  



   

５．貸出金の状況（連結）

  （単位：百万円） 

品目別 

第39期
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

  

受取割引料 

  ％   ％   ％ 

営業

収益 

 

 

2,130  

 

14.5  

 

718  

 

15.4  

 

△1,412  

 

66.3

営業貸付金

利息 

手形貸付  7,519  51.3  2,436  52.2  △5,082  △67.6

証書貸付  4,000  27.3  1,221  26.2  △2,779  △69.5

その他貸付  15  0.1  29  0.6  14  97.3

小計  11,535  78.7  3,687  79.0  △7,847  △68.0

その他の

営業収益 

手数料収入  115  0.8  94  2.0  △20  △18.2

預金利息  11  0.1  4  0.1  △6  △57.8

不動産賃貸収入  874  5.9  164  3.5  △709  △81.2

その他  －  －  0  0.0  0  －

小計  1,000  6.8  263  5.6  △736  △73.6

合計  14,666  100.0  4,669  100.0  △9,996  △68.2

融資

残高 

商業手形割引  20,531  21.2  6,878  12.2  △13,653  △66.5

営業貸付金 

手形貸付  56,139  57.9  36,511  65.0  △19,627  △35.0

証書貸付  20,009  20.6  12,486  22.2  △7,552  △37.6

その他貸付  330  0.3  330  0.6  －  －

小計  76,478  78.8  49,327  87.8  △27,150  △35.5

合計  97,010  100.0  56,206  100.0  △40,804  △42.1



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 ※1  15,465 ※1  2,292

預け金 ※2  19,972 ※2  3,426

受取手形 ※4  1,645 ※4  577

商業手形 ※1, ※2, ※7  20,531 ※7  6,878

営業貸付金 ※1, ※2, ※5, ※7  76,148 ※1, ※2, ※5, ※7  48,997

前払費用 359 64

未収入金 158 439

短期貸付金 － ※3  356

その他 ※3  456 100

貸倒引当金 △33,553 △37,924

流動資産合計 101,184 25,210

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  10,624 ※1  6,345

減価償却累計額 △6,743 △4,897

建物（純額） 3,881 1,447

構築物 24 －

減価償却累計額 △24 －

構築物（純額） － －

器具備品 1 2

減価償却累計額 △1 △2

器具備品（純額） － －

土地 ※1, ※6  2,361 ※1  753

有形固定資産合計 6,242 2,201

投資その他の資産   

投資有価証券 271 58

関係会社株式 200 200

出資金 65 65

長期前払費用 168 111

敷金 － 287

その他 716 183

投資その他の資産合計 1,420 906

固定資産合計 7,663 3,108

資産合計 108,848 28,318



（単位：百万円）

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   

短期借入金 ※1, ※2  38,574 ※1, ※2, ※3  4,821

1年内返済予定の長期借入金 ※1  5,843 ※1  214

未払金 1,179 3,956

未払費用 182 36

未払法人税等 192 130

預り金 34 21

前受収益 973 278

賞与引当金 54 20

係争関係損失引当金 7,466 6,208

その他 100 67

流動負債合計 54,601 15,754

固定負債   

転換社債 408 70

新株予約権付社債 9,500 －

長期借入金 ※1  714 －

退職給付引当金 65 45

係争関係損失引当金 12,127 10,791

その他 92 32

固定負債合計 22,907 10,939

負債合計 77,509 26,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 59,609 35,195

資本剰余金   

資本準備金 855 －

その他資本剰余金 10,083 －

資本剰余金合計 10,938 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △35,352 △30,429

利益剰余金合計 △35,352 △30,429

自己株式 △3,130 △3,130

株主資本合計 32,065 1,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29 △11

土地再評価差額金 ※6  △696 －

評価・換算差額等合計 △726 △11

純資産合計 31,338 1,624

負債純資産合計 108,848 28,318



（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   

受取割引料 2,130 718

営業貸付金利息 11,519 3,657

銀行預金利息 11 4

手数料収入 103 7

不動産賃貸収入 876 165

営業収益合計 14,641 4,553

営業費用   

金融費用 ※1  2,687 ※1, ※2  796

支払手数料 377 195

不動産賃貸原価 680 92

営業費用合計 3,746 1,084

営業総利益 10,895 3,468

販売費及び一般管理費   

役員報酬 162 136

給料及び手当 2,891 1,328

賞与引当金繰入額 54 20

福利厚生費 694 313

退職給付費用 293 16

広告宣伝費 179 39

旅費及び交通費 285 132

通信費 381 154

租税公課 434 264

地代家賃 938 492

機械計算費 449 45

支払手数料 1,074 837

減価償却費 379 256

貸倒引当金繰入額 16,113 17,791

係争関係損失引当金繰入額 11,401 9,008

貸倒損失 1,571 39

その他 1,112 671

販売費及び一般管理費合計 38,418 31,547

営業損失（△） △27,523 △28,078

営業外収益   

関係会社貸付金利息 ※2  3 ※2  7

受取配当金 6 6

有価証券利息 3 0

団体生命保険返戻金 20 4

雑収入 12 10

営業外収益合計 46 28



（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) 

営業外費用   

社債利息 7 6

新株発行費償却 14 －

投資事業組合損失 8 5

雑損失 8 4

営業外費用合計 39 16

経常損失（△） △27,516 △28,066

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,880 ※3  136

投資有価証券売却益 0 －

新株予約権付社債消却益 400 421

転換社債消却益 － 45

特別利益合計 2,280 602

特別損失   

固定資産処分損 ※4  1,379 ※4  388

投資有価証券評価損 0 －

投資有価証券売却損 － 57

関係会社株式評価損 － 19

減損損失 ※5  2,002 ※5  1,596

特別退職金 419 199

特別損失合計 3,801 2,261

税引前当期純損失（△） △29,037 △29,725

法人税、住民税及び事業税 57 7

法人税等合計 57 7

当期純損失（△） △29,095 △29,732



（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 59,609 59,609

当期変動額   

資本金の取崩 － △24,413

当期変動額合計 － △24,413

当期末残高 59,609 35,195

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 20,117 855

当期変動額   

資本準備金の取崩 △19,262 △855

当期変動額合計 △19,262 △855

当期末残高 855 －

その他資本剰余金   

前期末残高 24,909 10,083

当期変動額   

資本金の取崩 － 24,413

資本準備金の取崩 － 855

その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

当期変動額合計 △14,825 △10,083

当期末残高 10,083 －

資本剰余金合計   

前期末残高 45,026 10,938

当期変動額   

資本金の取崩 － 24,413

資本準備金の取崩 △19,262 －

その他資本剰余金の取崩 △14,825 △35,352

当期変動額合計 △34,088 △10,938

当期末残高 10,938 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △34,088 △35,352

当期変動額   

当期純損失（△） △29,095 △29,732

資本準備金の取崩 19,262 －

その他資本剰余金の取崩 14,825 35,352

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

当期変動額合計 △1,263 4,922

当期末残高 △35,352 △30,429



（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 △3,130 △3,130

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △3,130 △3,130

株主資本合計   

前期末残高 67,417 32,065

当期変動額   

当期純損失（△） △29,095 △29,732

資本金の取崩 － －

資本準備金の取崩 － －

その他資本剰余金の取崩 － －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

当期変動額合計 △35,352 △30,429

当期末残高 32,065 1,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29 △29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 18

当期変動額合計 △59 18

当期末残高 △29 △11

土地再評価差額金   

前期末残高 △6,953 △696

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,256 696

当期変動額合計 6,256 696

当期末残高 △696 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,923 △726

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

当期変動額合計 6,197 715

当期末残高 △726 △11



（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) 

純資産合計   

前期末残高 60,493 31,338

当期変動額   

当期純損失（△） △29,095 △29,732

資本金の取崩 － －

資本準備金の取崩 － －

その他資本剰余金の取崩 － －

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △6,256 △696

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,197 715

当期変動額合計 △29,154 △29,714

当期末残高 31,338 1,624



継続企業の前提に関する注記

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

当社は、前事業年度に23,978百万円の当期純損失を計上

し、当事業年度においても改正貸金業法に関連する出資

法上の上限金利の引下げや利息返還請求が業績への大き

な圧迫要因となり、29,095百万円の当期純損失を計上い

たしました。また、純資産の減少等により、シンジケー

トローン契約(平成20年3月31日現在借入金残高2,398百

万円)について財務制限条項に抵触することとなりまし

た。これらの状況により、当社は継続企業の前提に重要

な疑義を抱かせる事象の存在に該当しています。 

当社は、改正貸金業法の段階的な施行に伴い、貸金業者

への規制が大幅に強化されていく中で、債権ポートフォ

リオ再構築による貸出金残高の減少、利息返還請求の高

止まり等により厳しい事業環境下にありますが、当該状

況を解消すべく、平成20年5月19日に策定した経営計画

等に基づき、次のとおりに対処してまいります。 

１．収益構造の変革 

上限金利引下げに対応した収益モデルを構築するた

めに、貸出金の継続時の与信基準を厳格化するとと

もに、新貸付金利に対応できる貸倒リスクの低い貸

出債権の選別を図ってまいります。特に営業貸付金

において、既存債権のうち新与信基準に満たない債

権については、積極的に債権回収を図ってまいりま

す。また、「賃貸保証」(連結子会社：株式会社エ

ムキャット)、「動産担保ローン」等における金銭

貸借の紹介業務、「リース」及び「割賦販売」等の

紹介業務といった新たな事業を早期に収益貢献がで

きるよう推進してまいります。 

２．コスト構造の変革 

このような厳しい経営環境下、当事業年度に、事業

構造改革として、店舗統廃合、早期希望退職者の募

集、固定資産の売却を行いました。来期において

も、一層の経営効率化を図ってまいります。  

３．資金繰りの見通し 

シンジケート団とは、前事業年度にも財務制限条項

に抵触しましたが、その事実を踏まえた上で、継続

的な取引をしていただいており、今回につきまして

も、継続的な取引をしていただける旨の協議を行っ

ております。一方、キャッシュ面において、平成20

年3月末現在の現金及び預金残高は15,465百万円で

あり当面十分な運転資金を確保していることや、

「手形貸付」及び「証書貸付」において、既存債権

のうち新与信基準に満たない債権については、積極

的に債権回収を図ってまいりますことからも、事業

の継続性及び資金繰りに問題はないものと考えてお

ります。 

従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。 

当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度において

も、営業収益が著しく減少し、重要な営業損失、経常損

失及び当期純損失を計上しており、シンジケートローン

契約が財務制限条項に抵触しております。また、金融機

関からの新たな資金調達並びに売却を予定している不動

産の処分が困難な状況にあります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、次のとおり対処してま

いります。 

１．収益力の回復 

既存の金融事業においては、上限金利引下げを視野

に入れ、引き続き与信の厳格化を進め貸倒リスクの

抑制を図ります。また、グループ会社を通じた賃貸

保証事業は、新会社設立2年目にして黒字化を達成

するなど堅調に推移しており今後も業容の拡大を図

ってまいります。さらに、新たな収益源の獲得を企

図した「不動産担保ローン」の媒介業務等のフィー

ビジネスによる手数料収入の拡大を推進するととも

に、新たな資金調達を前提として「動産担保ロー

ン」をはじめとする新商品の開発、他社・他業態と

の提携等を通じた新事業の推進により、収益力の回

復を図ってまいります。 

２．コスト構造の変革 

事業構造改革として、前事業年度に引き続き、不動

産の売却を進め、店舗の統廃合及び希望退職者の募

集による大幅な人員削減を実施し、本社機能の移転

並びに既存債権にかかる貸倒引当金の大幅な積み増

し等により経営効率化を積極的に進めてまいりまし

た。今後も引き続き、業務の効率化により諸経費の

削減を実施してまいります。 

３．財務基盤の安定化 

有利子負債につきましては、社債の買入消却及び償

還、借入金の返済により、将来の返済負担は大幅に

減少しており、シンジケート団とは、財務制限条項

に抵触している事実を踏まえた上で、継続的な取引

を維持していただけるよう協議を行ってまいりま

す。また、より厳しさを増すと予想される資金調達

環境に対応するべく、不動産の処分を進めるととも

に、資金繰りの安定化を図ることを目的として、利

息返還債務にかかる支払条件の変更要請を行ってお

ります。なお、利息返還債務については、一部債権

者より差押命令申立を受けるという状況も発生して

おりますが、当社要請に対する理解が得られるよう

最大限の努力を行ってまいります。 

しかし、新たな資金調達、新事業の推進並びに不動産の

処分については、外部要因に大きく依存しており、利息

返還債務にかかる支払条件の変更要請については、今後

も差押命令申立を受ける可能性もあるため、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表には反映しておりません。 



重要な会計方針

項目 
第39期

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

① 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） 

(2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  

  ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法によっております。ただし、

平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、

平成10年4月1日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物及び構築物 3～50年 

器具備品 3～20年 

建物及び構築物 3～50年 

器具備品 3～20年 

  また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法によっております。 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年4月1日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これによる営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失に与える影響は軽

微であります。 

また、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、3年間で均等

償却する方法によっております。 

  

    （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

5％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の5％相当額と備忘価

額との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

これによる営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失に与える影響は軽

微であります。 

   



項目 
第39期

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

  (2）無形固定資産 

ソフトウェア（全て自社利用目的）

については、社内における利用可能

期間（5年）に基づく定額法によって

おります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── (3）リース資産 

リース取引開始日が平成20年3月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・

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。 

３ 繰延資産の処理方法 

  

    新株発行費 

新株発行費は、旧商法の規定する最

長期間（3年間）で毎期均等額の償却

を行っております。  

────── 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、8,123百万円で

あります。 

(1）貸倒引当金 

貸金等の債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。なお、破綻先債権等

のうち、回収不能見込額として直接

減額している金額は、8,296百万円で

あります。 

  (2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）係争関係損失引当金 

貸金に関する係争による損失に備え

るため、係争の妥結に伴い発生する

と見込まれる額を計上しておりま

す。 

なお、係争に関連する債権のうち、

回収不能見込額として直接減額して

いる金額は、208百万円であります。

(3）係争関係損失引当金 

貸金に関する係争による損失に備え

るため、係争の妥結に伴い発生する

と見込まれる額を計上しておりま

す。 

なお、係争に関連する債権のうち、

回収不能見込額として直接減額して

いる金額は、1,007百万円でありま

す。 



項目 
第39期

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

  

  

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

数理計算上の差異については、発生

年度に全額を費用処理しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

数理計算上の差異については発生年

度に全額費用処理しております。  

当社は、平成20年11月7日に開催され

た取締役会において、経営資源の効

率化を図るため、希望退職者の募集

を行うことを決議いたしました。こ

の結果、当事業年度末において従業

員数が大幅に減少し300人未満とな

り、合理的に数理計算上の見積もり

を行うことが困難となったため、退

職給付債務の計算について原則法か

ら簡便法に変更しております。 

この影響により、従来の方法によっ

た場合に比べて退職給付債務が77百

万円減少しております。 

これにより営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失は、77百万円減少

しております。  

５ 営業収益の計上基準 

  

営業収益のうち顧客より受領した割引

料、利息及び手数料に関しては、時の

経過に応じて、収益を計上しておりま

す。  

同左 

  

６ 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 ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについて、特例処

理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

当社の内部規程である「デリバティ

ブ取引取扱規程」に基づき、金利変

動リスクをヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性の評価方法 

ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対

象の元本等が一致しており、金利ス

ワップの特例処理の要件に該当する

と判定されるため、当該判定をもっ

て有効性の判定に代えております。 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

８ 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。但し、

固定資産に係る控除対象外消費税等

は「長期前払費用」に計上し、5年間

で均等償却を行っております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

―――――― (2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を適用

しております。  



  

会計処理方法の変更

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（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） 

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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。 

また、平成20年4月1日以降に契約した新たなリース取引は

ありませんので、当事業年度の損益に与える影響はありま

せん。  

表示方法の変更

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

（損益計算書） （貸借対照表） 

前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示し

ておりました「投資事業組合損失」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「投資事業組合損失」の金額

は38百万円であります。 

1. 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めてに表示

しておりました「短期貸付金」は、当事業年度におい

て、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しま

した。 

  なお、前事業年度末の「短期貸付金」は、270百万円

であります。 

2. 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「敷金」は、当事業年度におい

て、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しま

した。なお、前事業年度末の「敷金」は、521百万円

であります。 



注記事項

（貸借対照表関係）

第39期 
（平成20年3月31日） 

第40期 
（平成21年3月31日） 

※１ 担保に供している資産並びに対応債務は次のとおり

であります。 

イ 担保提供資産 

※１ 担保に供している資産並びに対応債務は次のとおり

であります。 

イ 担保提供資産 

預金 482百万円

商業手形 11,506 

営業貸付金  24,902 

建物 3,799 

土地 2,282 

計 42,974 

預金 54百万円

営業貸付金  1,398 

計  1,453 

ロ 対応債務 ロ 対応債務 

また、上記以外の営業債権120百万円について、債

権譲渡予約契約を締結しております。これに対応す

る債務は、「1年内返済予定の長期借入金」107百万

円であります。 

短期借入金 38,574百万円

1年内返済予定の長期借入

金 
 3,063 

長期借入金 340 

計 41,977 また、上記以外に子会社の借入金1,500百万円に係

る担保として、以下の資産を提供しております。 

短期借入金 3,321百万円

1年内返済予定の長期借入

金 
 10 

計  3,331 

営業貸付金  2,127百万円

建物  1,259 

土地  467 

計  3,854 

※２ 商業手形の流動化については、譲渡担保付借入とし

て会計処理しており、商業手形の残高にはこの流動

化における譲渡手形11,506百万円が含まれておりま

す。 

営業貸付手形の流動化についても、譲渡担保付借入

として会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における譲渡手形20,008百万円が含まれて

おります。この営業貸付手形の流動化にあたって

は、商業手形の流動化に伴って当社が特別目的会社

に対して有する劣後債権の一部1,922百万円も併せ

て流動化しております。（但し、上記の流動化につ

いて譲渡担保付借入処理を行っていることから、当

社の特別目的会社に対する劣後債権及びその譲渡に

ついて、会計処理は発生しておりません。） 

また、上記の流動化に関連して生じました流動資産

の「預け金」（19,954百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保されたものでありま

す。 

なお、上記の流動化につきましては、当社からの手

形の購入又は割引を主たる目的として設立された特

別目的会社であるエヌ・エム・ユー・アセットファ

ンディングコープ（商業手形の流動化）及びコンビ

ネーション・ファイナンス（営業貸付手形の流動

化）を通して行っております。 

※２ 営業貸付手形の流動化については、譲渡担保付借入

として会計処理しており、営業貸付金残高には、こ

の流動化における譲渡手形470百万円が含まれてお

ります。この営業貸付手形の流動化にあたっては、

商業手形の流動化に伴って当社が特別目的会社に対

して有する劣後債権の一部0百万円も併せて流動化

しております。（但し、商業手形の流動化について

は、譲渡担保付借入処理を行っていることから、当

社の特別目的会社に対する劣後債権及びその譲渡に

ついて、会計処理は発生しておりません。なお、当

事業年度末において同流動化における商業手形及び

借入金残高はございません。） 

また、上記の流動化に関連して生じました流動資産

の「預け金」（3,426百万円）につきましては、信

用補完その他の目的により留保されたものでありま

す。 

なお、上記の流動化につきましては、当社からの手

形の購入又は割引を主たる目的として設立された特

別目的会社であるエヌ・エム・ユー・アセットファ

ンディングコープ（商業手形の流動化）及びコンビ

ネーション・ファイナンス（営業貸付手形の流動

化）を通して行っております。 



第39期 
（平成20年3月31日） 

第40期 
（平成21年3月31日） 

※３ 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。 

その他（流動資産） 270百万円

※３ 関係会社に対する資産及び負債には、短期貸付金3 

56百万円及び短期借入金1,500百万円があります。 

※４ 受取手形は、手形貸付の受取利息として受領した手

形及び先日付小切手であります。 

※４          同左 

※５ 営業貸付金の主な内訳 ※５ 営業貸付金の主な内訳 

手形貸付 56,139百万円

証書貸付 20,009  

手形貸付 36,511百万円

証書貸付 12,486  

※６ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法

律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、

当該差額を全額「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

※６        ────── 

(1）再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固

定資産税評価額に基づいて合理的な調整を行って

算定する方法によっております。 

(2）再評価を行った年月日   平成14年3月31日 

※７ 不良債権の状況 ※７ 不良債権の状況 

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権 34,738 

貸出条件緩和債権 12,690 

合計 47,429 

区分 金額(百万円)

破綻先債権 －

延滞債権 －

三カ月以上延滞債権  30,911 

貸出条件緩和債権  11,386 

合計  42,297 

（注）1  破綻先債権とは、支払の遅延、その他の事由に

より、債務者又は保証人からの弁済の見込みが

ないものとした貸付金のうち、債務者に対し法

人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同

項第4号に規定する事由が生じているものであ

ります。 

（注）1        同左 

2  延滞債権とは、（注1）に掲げる貸付金のう

ち、破綻先債権以外のものであります。 

2        同左 

3  三カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が約定支払日（期限の利益を喪失した日を含み

ます。）の翌日から三カ月以上延滞している貸

付金（破綻先債権及び延滞債権を除きます。）

であります。 

3        同左 

4  貸出条件緩和債権とは、債務者又は保証人の経

営再建又は支援を図ることを目的として、金利

の減免、元本の減免、債権放棄その他の債務者

又は保証人に有利となる取決めを行った貸付金

（破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権

を除きます。）であります。 

4        同左 



（損益計算書関係）

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

※１ 金融費用の主要項目 ※１ 金融費用の主要項目 

支払利息 1,649百万円

社債利息 1  

支払手数料 869  

支払利息 467百万円

支払手数料 257  

 ※２ 関係会社に対する事項 

関係会社貸付金利息 3百万円

 ※２ 関係会社に対する事項 

関係会社貸付金利息 7百万円

関係会社借入金利息 6  

 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 1,690百万円

建物  189 

計  1,880 

 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

売却益  

土地 78百万円

建物  57 

計  136 

 ※４ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

除却損 

売却損 

建物 2百万円

構築物 0 

計  3 

土地 300百万円

建物  1,075 

計  1,376 

 ※４ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 

除却損 

売却損 

建物 5百万円

土地 162百万円

建物  220 

計  382 



第39期 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

当社は、営業用設備につきましては支店を、賃貸用設

備につきましては各資産をグルーピングの最小単位と

し、本社及び福利厚生用設備等につきましては独立し

たキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資

産としてグルーピングを行っております。 

当事業年度において、前事業年度に引き続き営業損失

を計上したことに加え、出資法上限金利の引下げをは

じめとする貸金業関係法令の改正等により、今後の当

社を取り巻く経営環境の悪化が懸念されることや、一

部の設備について売却を行うなど、今後も経営資源の

効率化及び財務体質の強化を図ることから、各支店及

び賃貸用設備並びに共用資産を含むより大きな単位の

グループにおいて帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いた

しました。  

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地及び建物につきましては

不動産鑑定評価額に基づいて算出し、その他の資産に

つきましては零として評価しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

京都市下京区 

共用資産 

（本社及び電算

センター等） 

土地、建物、 

構築物、器具備品、

ソフトウェア、 

リース資産 

637 

京都市西京区 

他4件 

共用資産等 

（福利厚生用設

備） 

土地、建物、 

構築物、器具備品 
31 

京都市下京区 

他全店舗 

営業用設備 

（支店） 
建物 9 

京都市右京区 

他7件  
賃貸用設備 

土地、建物、 

構築物、器具備品 
1,324 

土地 426百万円

建物 1,184 

構築物    2 

器具備品   3 

ソフトウェア  381 

リース資産   4 

計 2,002 

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

当社は、営業用設備につきましては支店を、賃貸用設

備及び売却を予定している資産につきましては各資産

をグルーピングの最小単位とし、本社及び福利厚生用

設備等につきましては独立したキャッシュ・フローを

生み出さないことから共用資産としてグルーピングを

行っております。 

当事業年度において、前事業年度に引き続き営業損失

を計上したことに加え、出資法上限金利の引下げをは

じめとする貸金業関係法令の改正等により、今後の当

社を取り巻く経営環境の悪化が懸念されることや、一

部の設備について売却を行うなど、今後も経営資源の

効率化及び財務体質の強化を図ることから、売却予定

資産並びに共用資産を含むより大きな単位のグループ

において帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。  

減損損失の内訳は次のとおりであります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地及び建物につきましては

売却予定価格(買付証明価額)及び不動産鑑定評価額に

基づいて算出し、その他の資産につきましては零とし

て評価しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

京都市下京区 

他2件  

売却予定資産 

（旧本社等） 

土地、建物、  

器具備品 
1,180 

京都市下京区 

他1件  

共用資産等 

(電算センター

等) 

   土地、建物、 

器具備品、 

ソフトウェア  

401 

京都市西京区

他2件 

共用資産 

(福利厚生用設

備) 

   土地、建物 14 

土地 648百万円

建物  803 

器具備品  16 

ソフトウェア  129 

計 1,596 



前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加660株は、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20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加361株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  4,216,896  660  －  4,217,556

合計  4,216,896  660  －  4,217,556

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  4,217,556  361  －  4,217,917

合計  4,217,556  361  －  4,217,917



（リース取引関係）

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

  

  

  

  

  

  

  

(1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

  リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・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、その内容は次のとおりであります。 

  なお、平成20年4月1日以降に契約した新たなリース取

引はありませんので、記載を省略しております。 

(1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  器具備品 

取得原価相当額 288百万円

減価償却累計額相当額  69

減損損失累計額相当額  218

期末残高相当額  －

  器具備品 

取得原価相当額 211百万円

減価償却累計額相当額  37

減損損失累計額相当額  174

期末残高相当額  －

  （注） 取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

  （注） 取得原価相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  

１年以内 74百万円

１年超  66

計  140

リース資産減損勘定期末残高 140百万円
  

１年以内 40百万円

１年超  26

計  66

リース資産減損勘定期末残高 66百万円

  （注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

  （注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 119百万円

リース資産減損勘定の取崩額  116

減価償却費相当額  2

減損損失  4

支払リース料 74百万円

リース資産減損勘定の取崩額  74

減価償却費相当額  －

減損損失  －

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

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。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 151百万円

１年超  148

計  299

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 157百万円

１年超  30

計  188



前事業年度（平成20年3月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度（平成21年3月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

前事業年度（平成20年3月31日現在） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（平成21年3月31日現在） 

 該当事項はありません。  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

第39期 
（平成20年3月31日） 

第40期 
（平成21年3月31日） 

  繰延税金資産の発生の主な原因別内訳   繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産 (単位：百万円) 

貸倒引当金損金算入限度超過額  16,712

係争関係損失引当金  8,186

減損損失・減価償却超過額  2,379

未収収益不計上否認額  232

繰越欠損金  65,703

土地再評価に係る繰延税金資産  2,711

その他  1,004

繰延税金資産小計  96,930

評価性引当額  △96,930

繰延税金資産合計  －

繰延税金資産 (単位：百万円) 

貸倒引当金損金算入限度超過額  18,534

係争関係損失引当金  7,220

債権放棄否認額  2,569

未払係争関係和解金  1,616

減損損失・減価償却超過額  2,441

未収収益不計上否認額  850

繰越欠損金  51,247

土地再評価に係る繰延税金資産  2,118

その他  117

繰延税金資産小計  86,717

評価性引当額  △86,717

繰延税金資産合計  －

（企業結合等関係）



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

（１株当たり情報）

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（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 285.19円

1株当たり当期純損失 264.77円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 14.78円

1株当たり当期純損失 270.57円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 －円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
第39期

（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

1株当たり当期純損失金額     

当期純損失（百万円）  29,095  29,732

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）  29,095  29,732

期中平均株式数（千株）  109,890  109,889

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 

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額408百万円）。 

2014年満期ユーロ円建転換社債

（額面総額70百万円）。 



（重要な後発事象）

第39期 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日） 

第40期 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

当社は、平成20年5月19日開催の取締役会において、平

成20年6月26日開催の第39回定時株主総会に、資本金及

び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件について

付議することを決議いたしました。 

 その概要は以下のとおりであります。 

１．資本金及び資本準備金の額の減少の目的 

 当社は、第39期（当事業年度）において生じた損

失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質の健全化

を図るものであります。 

           ――――――

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容 

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額 

 平成20年3月31日現在の資本金の額

59,609,480,326円のうち24,413,520,029円、及

び資本準備金の額855,000,000円全額をそれぞ

れ減少します。なお、減少後の資本金の額は

35,195,960,297円、資本準備金の額は零円とな

ります。 

(2) 資本金の額の減少方法 

 発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の

額のみを減少いたします。 

３．剰余金処分の内容 

 資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、その他

資本剰余金が増加いたしますが、その他資本剰余金

35,352,063,311円を欠損填補に充て、繰越利益剰余

金を零円といたします。 

４．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分

の日程（予定） 

(1) 取締役会決議日 平成20年5月19日 

(2) 定時株主総会決議日 平成20年6月26日 

(3) 債権者異議申述公告日 平成20年6月27日 

(4) 債権者異議申述最終期日 平成20年7月31日 

(5) 効力発生日 平成20年8月 1日 

  



  

７．貸出金の状況（単体）

  （単位：百万円） 

品目別 

第39期
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

第40期
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

  

受取割引料 

  ％   ％   ％ 

営業

収益 

 

 

2,130  

 

14.5  

 

718  

 

15.8  

  

△1,412  

  

△66.3

営業貸付金

利息 

手形貸付  7,519  51.4  2,436  53.5  △5,082  △67.6

証書貸付  4,000  27.3  1,221  26.8  △2,779  △69.5

小計  11,519  78.7  3,657  80.3  △7,862  △68.2

その他の

営業収益 

手数料収入  103  0.7  7  0.2  △96  △92.9

預金利息  11  0.1  4  0.1  △6  △58.4

不動産賃貸収入  876  6.0  165  3.6  △710  △81.1

小計  990  6.8  177  3.9  △812  △82.1

合計  14,641  100.0  4,553  100.0  △10,087  △68.9

融資

残高 

商業手形割引  20,531  21.2  6,878  12.3  △13,653  △66.5

営業貸付金 

手形貸付  56,139  58.1  36,511  65.3  △19,627  △35.0

証書貸付  20,009  20.7  12,486  22.4  △7,522  △37.6

小計  76,148  78.8  48,997  87.7  △27,150  △35.7

合計  96,680  100.0  55,876  100.0  △40,804  △42.2



(1）役員の異動 

１．代表者の異動 

 該当事項はありません。 

２．その他の役員の異動 

退任取締役（平成21年3月31日） 

  松田 龍一  

  吉田 生喜 

  

  (2) その他 

該当事項はありません。 

 以 上

  

８．その他
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