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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 120,266 △35.5 33,360 ― 33,180 ― 4,577 ―

21年3月期 186,349 △31.1 △210,612 ― △214,669 ― △256,137 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 33.93 31.79 3.1 4.0 27.7
21年3月期 △1,880.05 ― △87.8 △18.3 △113.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △1百万円 21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

22年3月期 686,931 150,620 21.9 1,114.87
21年3月期 958,464 149,648 15.6 1,108.12

（参考） 自己資本   22年3月期  150,417百万円 21年3月期  149,507百万円

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

22年3月期 109,005 5,672 △151,096 60,361
21年3月期 150,020 △2,110 △203,193 97,862

2.  配当の状況 

(注）平成23年3月期における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 30.00 ― 20.00 50.00 6,774 ― 2.3
22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 4,048 88.4 2.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

38,300 △42.2 11,500 △37.4 11,500 △37.4 13,900 △18.1 103.02

通期 64,000 △46.8 7,700 △76.9 7,700 △76.8 9,900 116.3 73.38
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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、24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、46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） 22年3月期 144,295,200株 21年3月期 144,295,200株

② 期末自己株式数 22年3月期  9,375,413株 21年3月期  9,375,385株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 119,403 △35.6 32,388 ― 32,295 ― 7,595 ―

21年3月期 185,443 △31.2 △211,611 ― △215,740 ― △256,933 ―

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

22年3月期 56.29 50.47
21年3月期 △1,885.90 ―

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

22年3月期 712,571 148,687 20.8 1,100.54
21年3月期 977,092 144,659 14.8 1,071.14

（参考） 自己資本 22年3月期  148,485百万円 21年3月期  144,518百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
2. 平成23年3月期の配当は、厳しい経営環境の中、貸金業完全施行の影響等を見極める必要があることから、現時点では未定とさせていただきます。予
想額の開示は可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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

38,100 △42.1 11,100 △38.0 11,100 △35.5 13,600 △18.6 100.80

通期 63,600 △46.7 6,900 △78.7 7,000 △78.3 9,300 22.4 68.93
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（1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の経営成績  

  当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年から続く世界的な金融不況のなか、回復の兆しが見えつつも、

厳しい雇用・所得環境のもとで消費が低迷するなど景気回復の動きは緩慢となり、依然として厳しい状況にあり

ました。  

  消費者金融業界におきましては、総量規制や上限金利の引き下げを盛り込んだ貸金業法の完全施行を直前に控

え、各社収益の確保の施策を模索しつつ、資金調達の環境においても厳しい状況にあり、倒産・廃業の勢いが衰

えないなど引き続き予断を許さない状態が続いております。  

  このような情勢のもと、当社グループは、前年度に策定した「中期経営計画」の初年度として、安定的な利益

確保、内部留保の充実を実現させるべく「債権良質化の推進」・「組織の改編」等に取り組んでまいりました

が、高水準で推移する利息返還請求や貸金業法完全施行後の影響の不透明さを背景として格付けが引き下げら

れ、手元流動性確保の重要性が増してまいりました。そのため、貸金業法完全施行に対応した厳格な与信基準を

前倒しで導入し、貸付金の抑制によるキャッシュ・フローの改善、並びに貸付債権等の資産譲渡による資金調達

を図り、堅実な業務運営に努めてまいりました。 

  また、創業理念である「お客様第一主義」を徹底し、お客様に安心してご利用いただけるサービスの提供に努

め、その一環として「benecere（ベネシア）」ブランドにて展開している商品のひとつ「benecere ブラック」に

年率6.5％の新金利商品を設定し、より一層魅力的なカードブランドの展開を目指してまいりました。また、株式

会社イオン銀行とのＡＴＭ利用に関する提携により、同行のＡＴＭでの出金（融資）、入金（返済）が可能とな

りお客様の利便性の更なる向上にも努めてまいりました。 

  さらに、貸金業法の完全施行により、お客様へのサービスの提供にあたり法令の厳格な理解と解釈が重要とな

ることから、国家資格となった貸金業務取扱主任者資格試験に全社を挙げて取り組んだ結果、1,300人以上の合格

者を出し、コンプライアンス態勢をより一層強化することができました。 

  以上の結果、当連結会計年度末の営業貸付金残高は5,894億77百万円（前連結会計年度末比31.6％減）、口座数

は1,079千口座（同27.2％減）となりました。  

  この結果、当連結会計年度の営業収益は1,202億66百万円（前連結会計年度比35.5％減）となり、営業利益は

333億60百万円（前連結会計年度は2,106億12百万円の営業損失）、経常利益は331億80百万円（同2,146億69百万

円の経常損失）、当期純利益は45億77百万円（同2,561億37百万円の当期純損失）となりました。  

 なお、当連結会計年度末の店舗数は、有人店舗が140店舗（前連結会計年度末210店舗）、無人店舗が645店舗

（同840店舗）、インターネット店舗が１店舗（同１店舗）、自社ＡＴＭの設置台数は873台（同1,161台）、Ｃ

Ｄ・ＡＴＭの提携台数は57,067台（同53,743台）となりました。  

  

② 次期の見通し  

  今後の経営環境につきましては、貸金業法の完全施行による影響や利息返還請求の動向等、依然として不透明

で厳しい状況が続くものと思われますが、当社グループは「手元流動性の確保」を 優先に徹底した効率経営に

努め、経営課題の解決に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。  

  平成23年３月期の連結業績の見通しといたしましては、営業収益640億円（前連結会計年度比46.8％減）、営業

利益77億円（同76.9％減）、経常利益77億円（同76.8％減）、当期純利益99億円（同116.3％増）を見込んでおり

ます。 

  

（2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の資産につきましては、営業貸付金の減少(2,720億40百万円)、現先運用にかかる短期貸付金

の減少(300億３百万円)、及び減損処理等に伴う土地の減少(94億34百万円)等により、総資産が前連結会計年度末

に比べ2,715億33百万円減少し、6,869億31百万円(前連結会計年度末比28.3％減)となりました。  

 負債につきましては、営業貸付金の譲渡による損失発生見込額を債権売却損失引当金として計上(112億76百万

円)したものの、利息返還請求への対応による利息返還損失引当金の減少(1,304億４百万円)、長期借入金の減少

(1,155億41百万円)、転換社債型新株予約権付社債の減少(276億円)等により前連結会計年度末に比べ2,725億５百

万円減少し、5,363億11百万円(前連結会計年度末比33.7％減)となりました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が△19億43百万円から△９億45百万円へと９億98百万増加

したこと等により、前連結会計年度末に比べ９億72百万円増加し、1,506億20百万円(前連結会計年度末比0.6％

増)となりました。  

１．経営成績
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（連結キャッシュ・フローの状況） 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ375億１

百万円減少し、603億61百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,090億５百万円（前連結会計年度は1,500億20百万円）となりました。これ

は、主力事業である消費者金融業の営業貸付金貸付額が587億46百万円（同1,742億97百万円）となったこと及び

営業貸付金回収額が1,941億円（同2,962億71百万円）となったこと等によるものであります。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は56億72百万円（前連結会計年度は21億10百万円の支出）となりました。これ

は、有形・無形固定資産の取得による支出18億96百万円（同37億17百万円）及び投資有価証券の売却による収入

62億10百万円（同14億99百万円）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）  

 財務活動の結果使用した資金は1,510億96百万円（前連結会計年度は2,031億93百万円）となりました。これ

は、長期借入金の返済による支出1,267億30百万円（同1,773億６百万円）、社債（新株予約権付社債含む）の償

還による支出196億46百万円（同824億円）及び配当金の支払額47億20百万円（同164億61百万円）によるものであ

ります。   

     

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題として位置づけ、安定的な利益配分を継続

的に行い、株主の皆様に報いることを基本方針としております。  

 また、内部留保金につきましては、消費者金融市場の今後の変化に対応すべく、安定した経営基盤の確保のた

めに有効に活用し、より一層充実させてまいります。 

  上記の方針に基づき、当期（平成22年３月期）は１株につき15円の中間配当を実施し、期末配当金につきまし

ては１株につき15円として、年間で30円の配当を予定しております。  

 次期（平成23年３月期）の配当につきましては、厳しい経営状況の中、貸金業法完全施行の影響等を見極める

必要があることから、現時点では未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速やかに開示

いたします。 

  

（4）事業等のリスク 

 当社グループの事業上のリスクについて、業績、株価及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性があると考

えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資家

の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から以下に開示しており

ます。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努めてまいる所存であります。 

 本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本資料提出日現在において判断し

たものです。  

  

① 法的規制について  

１．貸金業法関連 

 当社は、主要業務である消費者金融業務を営むために、「貸金業法」で定める貸金業者の登録を受けており、

消費者金融事業全般にわたり当該法律が義務付けている諸規制の遵守を要請されております。諸規制として、

「過剰貸付け等の禁止」「貸付条件等の掲示」「貸付条件の広告等」「誇大広告の禁止等」「契約締結時の書面

の交付」「受取証書の交付」「帳簿の備付け」「特定公正証書に係る制限」「取立て行為の規制」「債権証書の

返還」「標識の掲示」「債権譲渡等の規制」があります。また、この貸金業法の執行にあたって、「貸金業者向

けの総合的な監督指針」や「日本貸金業協会における貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」にも留意し

て業務を行う必要があります。 

  当社グループにおいては、コンプライアンスを経営の 重要課題と位置づけ、その充実のために組織体制の見

直し、社員教育、自浄作用の効いた態勢の構築など、実効性の高いコンプライアンス態勢の確立を図っておりま

す。しかしながら、当社グループが貸金業法に違反した場合は、行政処分や罰則を受けるとともに、当社グルー

プの財政状態及び業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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 なお、貸金業法については、平成18年12月20日の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」公

布後、第１条施行から第４条施行までの４段階に分けて順次施行されますが、第１条施行の無登録営業の罰則の

引き上げ（ヤミ金融対策の強化）については公布から１か月後の平成19年１月20日に施行されました。  

 続いて、公布から１年後の平成19年12月19日に施行された第２条施行においては、貸金業規制法から貸金業法

へと変更になり、主な内容としては「業務改善命令の創設をはじめとする行政処分の強化」「勧誘規制の強化」

「取立て行為規制の強化」「禁止行為の強化」「新貸金業協会の設立と自主規制規則の制定」「帳簿閲覧に応じ

る義務」等があります。  

 特に、「業務改善命令」については、「貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため

必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置

を命じることができる」とされており、これまでにもあった業務停止処分よりも機動的に発出される可能性があ

ります。また、新貸金業協会（日本貸金業協会）は強力な自主規制機関となり、自主規制規則の実効性を高める

ため、協会員に対する調査・監査権限並びに強い制裁権限が付与されています。なお、当社は平成20年５月16日

に帳簿の備付け及び受取証書の交付等に関して、関東財務局より貸金業法（昭和58年法律第32号）第24条の６の

３の規定に基づく業務改善命令を受けております。 

 また、平成20年６月19日の第３条施行では、「信用情報機関の整備」「新貸金業務取扱主任者制度の創設」等

が実施されました。  

 そして、平成22年６月中に 終の期限を迎える第４条施行では、「上限金利の引下げ」、「総量規制の導入」

（下記「２．貸付金利の規制及び総量規制に伴うリスク」で後述）等の規制が実施されます。  

 上記改正を踏まえて現在与信基準について見直しを実施中ですが、新規獲得件数、営業貸付金や営業収益に大

きな影響を及ぼす可能性があります。 

 以上、貸金業法の段階施行に伴い、これまで以上に業務規制を受けることとなり、現在帳票類、業務フロー、

システム等の対応中ですが、これら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。  

  

２．貸付金利の規制及び総量規制に伴うリスク 

 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」といいます。）では、金銭の貸

付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合の貸付上限金利は29.2％とされており、当社では平成８年２月１日

以降、貸付上限金利を27.375％に設定しております。なお利息制限法では、元本が10万円未満の場合は年20％、

10万円以上100万円未満の場合は年18％、100万円以上の場合は年15％を超過した消費貸借上の利息の契約はその

超過部分につき無効とされていますが、旧貸金業規制法第43条で定められている所定の要件を満たした場合は、

利息制限法で定められた利率を超過した部分についても有効な利息の債務の弁済とみなすとされています。 

 しかしながら、平成18年の第165回臨時国会において「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

案」が可決され、平成22年６月までに予定されている貸金業法の完全施行時には、出資法の上限金利が現行の年

29.2％から20％に引き下げられ、利息制限法を超える利息の契約の締結が禁止されます。また、同様に貸金業法

の完全施行時に導入される予定の「総量規制」については、借入残高が年収の３分の１を超える場合には、返済

能力を超えるものと認められ、原則として新たな貸付けをしてはならないとされています。  

 当社では、法令遵守の観点から、貸金業法の完全施行を見据え、上記の「上限金利の引下げ」及び「総量規制

の導入」を前倒しで実施しておりますが、これにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

３．金融商品取引法（内部統制構築等）の影響 

 平成18年６月７日に「証券取引法等の一部を改正する法律案」（法律の題名は「金融商品取引法」に変更）が

可決、成立し、６月14日に公布されました。本改正法は、財務報告の信頼性を確保するため、上場会社に対して

事業年度毎に財務報告に関する内部統制の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出及び本報告書についての

外部監査人による監査証明を要求しております。本制度は平成20年４月１日から始まる事業年度より適用され、

平成21年３月期決算から本報告書の提出が制度化されております。 

 外部監査人による内部統制監査の結果、当社グループ内の内部統制の欠陥等のため監査意見に限定が付された

場合、市場等からの当社グループに対する評価、企業イメージの低下等により当社グループの業績に影響を及ぼ

す場合があります。それに加え内部統制の再構築に対する追加コストが発生する可能性があります。  
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４．個人情報保護法の影響 

 平成17年４月１日から、「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）」が全面施

行され、当社においても、「個人情報保護法」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び

「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に基づき社内規

程を定め、運用をしております。しかしながら当社グループにおいても漏洩事件が発生した場合、二次被害等発

生防止の観点から、対象となった資金需要者等への連絡、当局への報告及び公表を行う必要があり、社会的信用

問題、個人への賠償問題、また業務面での処分問題といったリスクが発生する可能性があります。 

  

５．その他事業関連法令による影響 

当社は総合斡旋事業について特定商取引に関する法律及び割賦販売法の適用を受けており、これにより各種の

業務規制（取引条件の表示、書面の交付、帳簿の備付け、支払い能力を超える購入の防止等）を受けておりま

す。特に信用購入あっせん業者に対する抗弁に関連し、顧客が指定商品又は指定権利につき販売業者に対し抗弁

を有する場合、それをもって信用購入あっせん業者への支払いを停止し又は支払いを免れることが可能となる場

合がありえます。このような事態が多数生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、その他にも当社の事業は民事再生法、破産法、司法書士法、特定調停法等事業に関連する様々な法令の

影響を受けておりますが、当該法の改正、また新法の施行内容等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

② 利息返還請求に伴うリスク 

 当社の貸付金利には、利息制限法第１条１項に定められた利息の限度を超過する部分があります。 

 従前の債権が利息返還請求事案となった場合、抗弁が極めて困難な状態となりましたが、現在の利息返還請求

事案の動向につきましては、ほぼ横ばいで推移しております。 

  

③ 資金調達及び調達金利について 

１．格付けの格下げに伴うリスク 

 当社はムーディーズ社においては平成22年３月25日にCaa１からCaa２に引下げられ、スタンダード＆プアーズ

社においてはCCC－の格付けを取得しております。ムーディーズ社の格下げにより影響される借入はございませ

ん。  

 株式会社ブルキャピトルとの間で平成17年７月に開始した真正譲渡借入585億30百万円（平成22年３月末時点）

につきましては、当第１四半期で早期償還事由に抵触いたしましたが、その後契約条件の変更等に関する協議を

重ね一定の合意に至っております。 

 また、その他負債に格付による条件が付されているものはございません。今後、格付の引下げがあった場合に

は、当社の資金調達に影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．資金調達の財務制限条項について 

 当社の借入及び社債債務による資金調達にあたっては、一定の財務制限条項が付されているものもあり、期限

の利益を喪失した場合、一括返済することとなっております。 

  

３．調達金利の変動に伴うリスク 

 調達金利は市場環境その他の要因により変動することがあり、調達金利の上昇は機動的な調達が困難になるほ

か、金融費用が増加することにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、貸金業法の完全施行に伴い出資法上限金利が20％となった場合、影響を及ぼす可能性があります。  

  

④ 多重債務者問題について 

 自己破産、個人版民事再生、特定調停、弁護士等による債務整理、不当利得返還請求事件等の回収不能債権、

長期延滞債権が増加し、貸倒費用が増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 
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⑤ 業績の推移について  

 当社グループは、経営の効率化のため無人契約機「￥ｅｎむすび」及びＡＴＭを設置したほか、インターネッ

トやフリーコールセンターなど非対面チャネルの充実を図り、顧客の利便性向上を図ってまいりました。 

 しかしながら、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済に波及し、雇用環境

の悪化や所得の減少など、消費者を取り巻く環境が急速に悪化しています。これらの消費者を取り巻く環境の悪

化は、当社グループの業績にも重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当業界においては過払金返還費用、当費用に関する引当金の計上基準の厳格化により、当社グループを

取り巻く経営環境は一段と厳しい局面に入っていくものと思われます。  

 顧客数及び営業貸付金の状況、貸倒費用、過払金返還費用の状況等により、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。  

１．景気変動に係るリスク  

 当連結会計年度におけるわが国の景気は、世界的な金融危機の影響で底ばいの状況が続いています。外需及び

内需の低迷により企業収益が悪化しており、企業の大型倒産や雇用環境の悪化、所得の減少など消費者を取り巻

く環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

  

２．貸倒れの増加リスク  

 以前より個人の破産件数が消費者金融業界の貸倒件数に影響すると考えられていますが、 高裁判所の調べに

よる個人の自己破産件数は、平成15年の約24万２千件をピークに、平成16年は約21万１千件、平成17年は約18万

４千件、平成18年は約16万６千件、平成19年は約14万８千件、平成20年は約12万９千件、平成21年は約12万６千

件と年々減少傾向にあります。しかし、この理由としては、任意整理による過払金返還請求や個人再生手続き等

の債務整理手続きの利用が増えたことがあげられ、単純に貸倒の減少に結びつくとは推測しがたい状況です。  

 現在、国内の企業業績の悪化が家計に重大な影響を及ぼしております。この結果、今後支払困難による貸倒が

増加し、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。 

  

３．マーケット競合に係るリスク  

 平成18年12月に成立した貸金業法により、平成22年６月までに出資法の上限金利が利息制限法の水準まで引き

下げられるほか、いわゆる貸付総量規制が導入されます。これにより従来の顧客への貸付金利帯による「住み分

け」体制から、銀行系、クレジットカード・信販系と同一金利帯での競争となり、顧客獲得競争は益々激化する

ことが考えられます。その結果、消費者金融専業のみならず、銀行系やクレジットカード・信販系などの競合他

社の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

４．事業の集中によるリスク 

 当社グループは、営業収益の大部分を消費者金融業に依存しており、連結営業収益に占める割合は、約97.6％

に達します。消費者金融業に関し、今後の法改正、会計基準の変更、その他の要因により営業収益が大幅に減少

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。 

  

⑥ 情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生ずる混乱、故障 

１．災害関連 

当社グループのコンピューターシステムは、地震対策として震度７に対応した耐震工事を実施済みですが、災

害時に別の場所に設置してあるシステムで業務を継続する、いわゆるバックアップセンターは保有しておりませ

ん。 

 従いまして、東海大地震が発生したとしても（関東地方での震度は５程度）、コンピューターシステムには大

きな影響は無いと考えておりますが、火災等当社の建屋に大きな損傷を被る被害が発生した場合、コンピュータ

ーシステムが停止する可能性があります。その場合、約２～３か月の間、通常と異なる業務運用となり、業務の

サービスレベルが大きく低下する可能性があります。 

  

２．情報漏洩 

当社グループの顧客情報は、大型コンピューターで一元管理をしており、これに対する操作権限は必要なとき

に都度付与します。また、この権限付与については事前申請・承認を必要とし、アクセス結果に対して別の人物

による正当な操作かどうかの監査を日々実施しております。 

また、外部記録媒体への出力もパソコン等から使用できないようにしており、個人での持ち込み・装着、外部

記録媒体への記録も監査をしております。インターネットによるメールの送受信についても、全て監査を行って

おります。 
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従いまして、顧客情報が外部に漏洩するリスクは極めて低いと考えておりますが、もし何らかの原因で顧客情

報が外部に漏洩した場合、その社会的責任及び会社としての信用力の失墜から、会社の業績に大きな影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

３．コンピューターウィルス等による被害 

コンピューターウィルスによる被害を抑止するため、当社グループは定期的かつ必要時には都度、ウィルス対

策用ソフトを取り込み・更新する事により防備をしております。ハッカーに対しても、脆弱性の検査を専門の業

者に定期的に委託しており、その検査結果に基づく指摘事項について都度対策を行っております。しかし、ウィ

ルス対策ソフトは、一般的に新種のウィルスが検出された後に対策用ソフトが配布されるのが通常のケースとな

ります。また、ハッカーについても指摘後の対策となります。従いまして、それらの対策前に被害を被る可能性

があります。 

その場合でも、基幹系のシステムが汚染される恐れはありませんが、インターネット関連の業務及び一般事務

用パソコンが汚染されて本社管理部門の業務に支障をきたす可能性があります。 

  

４．偽造カード等による被害 

クレジットカード、キャッシュカードの情報をスキミング等の方法により不正に取得し、偽造カードを作成・

使用する犯罪が増加しております。 

当社は、平成14年10月のクレジット業務開始とともに、クレジットカードのＩＣ化を行ってまいりました。加

えて、領収書へのクレジットカード番号表示を一部のみとする等の対策を施しております。また、当社から発信

する全てのメールに電子証明書を添付する等、フィッシング詐欺に対する被害防止策も実施してまいりました。

その他、消費者金融業界では初めてとなる情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である英国規格の

「ＢＳ7799-2:2002」と日本国内の標準規格である「ＩＳＭＳ認証基準（Ver.２.０）」の認証を平成17年３月15

日付で取得しました。引き続き平成18年４月５日付で平成17年10月に制定された国際規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ

27001:2005」、及び「ＪＩＳＱ27001:2006」認証へ移行取得いたしました。また取得後、３年毎に義務付けられ

ている更新審査も平成20年２月28日付で合格いたしました。 

しかし、これらの対策にも係らず、当社の与信管理システムを経由しない取引や暗証番号を不正に詐取した取

引等において、不正使用による被害が発生する可能性があります。 

  

⑦ 資産リスク 

１．為替変動に伴うリスク 

 当社グループのうち国内会社において、平成22年３月末現在、２百万米ドルの外貨預金の他、外貨建の資産を

有しております。 近の円高傾向で当連結会計年度は９億95百万円の為替差損を計上しております。今後も為替

レートの変動により多額の為替差損益が生じる可能性があります。 

  

２．ベンチャー投資リスクについて 

 当社グループは、直接間接的にベンチャー企業への投資を行なっており、平成22年３月末現在の投資残高は、

投資有価証券16億48百万円となっております。これらの投資については、その性格上、将来投資先企業が株式公

開することとなれば高い収益が見込まれる反面、経営が行き詰まり破綻した場合には無価値となり損失が生じる

可能性があります。 

  

⑧ 重要な訴訟事件等の発生に係わるもの  

  平成22年３月末現在、当社が被告となっている訴訟係争案件は28件あります。その内訳としては、退職した元

社員から、在職中の未払賃金等の支払請求に関するものが１件、損害賠償請求に関するものが１件、地方自治体

等からの取立て訴訟が26件となっております。 

  これらの係争案件については、訴訟代理人弁護士と協議の上、適切な対応を図る所存ですが、今後も同様の提

訴がなされ、多額の賠償額が生じる可能性があります。 

  また、このような訴訟がマスコミに報道されることにより、当社グループを取り巻く一般消費者、投資家、金

融機関等の様々な利害関係者に不安を与え新規顧客の獲得、株価形成、資金借入等に悪い影響を及ぼす可能性が

あります。 
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（5）継続企業の前提に関する重要事象等  

 当社グループは、従来、金融機関からの借入れ、社債の発行及び営業貸付金の証券化による借入れなど、多様

かつ機動的な調達手段により資金調達を実施してまいりました。しかし、米国におけるサブプライムローン問題

やリーマンショック等により一層深刻となった金融情勢のなか、高水準で推移する利息返還請求に対応した資金

需要を抱え、本年６月に完全施行が予定されている改正貸金業法によるいわゆる総量規制の影響も懸念材料とな

り、これらを背景とした格付けの引き下げと、その引き下げによる一部借入金の早期返済事由への抵触もあり、

当社グループを取り巻く資金調達環境は厳しさを増してきております。 

 このような状況を踏まえ、資金繰りの改善に向け様々な資金調達手段を検討した結果として、当連結会計年度

においては、転換社債型新株予約権付社債の繰上償還請求に備えた社債の交換募集を実施したほか、保有する上

場有価証券の売却及び営業貸付金に含まれる条件緩和債権の一部譲渡も実施いたしましたが、長引く景気低迷や

業界の今後に対する不透明感に加え、高水準で推移する利息返還請求、更なる格付けの引き下げなどもあり、新

たな資金調達が極めて厳しい状況が継続しております。 

 このような状況から、現時点で当社グループにかかる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

存在しておりますが、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 必要資金の確保と資金繰りの安定化 

 厳しい資金調達環境は当面続くものと考えられることから、当社グループが保有する不動産及び営業貸付金

の譲渡などにより、当面の事業運営に必要な資金を確保するとともに、既存の社債に対する負担軽減策の実施

及び新たな調達手段確保のための戦略的業務提携の検討など、資金繰り全体の安定化にも努めてまいります。 

② 経営の更なる効率化 

店舗統廃合などの計画的かつ継続的に実施してきた効率化施策を更に進めるとともに、各種支出に係わる契約

内容の見直しによるコスト削減に努めるなど一層の経営効率化にも努めてまいります。 

 なお、前記必要資金の確保と資金繰りの安定化に向けた取り組みのうち、保有する不動産の譲渡につきまして

は、当社及び連結子会社である株式会社ティデーエス保有の土地建物の中から売却対象物件を選定したうえで、

入札方式による売却価格の決定段階まで進んでおり、現在契約締結に向けた手続きを実行中です。 

 また、営業貸付金の譲渡につきましても、関係先との具体的な協議を計画的かつ着実に推し進め、現時点で対

象資産及び価格の確定手続きの一環として「債権購入意向表明書」を入手しております。 

 今後も、資金繰り全体の安定化に向けた各種取り組みはもとより、経営の更なる効率化に向けた諸施策を確実

に実行することで、継続企業の前提に関する疑義は解消できるものと判断しております。 

 しかし、依然として厳しい経済情勢に加え、改正貸金業法の影響などもあり、当社グループを取り巻く資金調

達環境が好転することに不透明性があることから、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しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

連結財務諸表に反映しておりません。  
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社８社及び持分法適用会社１社（平成22年３月

31日現在）で構成され、消費者金融業を主な事業とし、更に関係会社においてその他の事業を営んでおります。 

 当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

消費者金融業 

  

その他の事業 

  

 当社と取引のある関連当事者は１社（平成22年３月31日現在）あり、不動産賃貸・不動産管理に関する事業を

行っております。 

  

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況

ローン事業 当社は、国内 大規模の取引先数と貸付残高を保有する消費者金融会社であり、設立

以来一貫して一般消費者に対する直接融資を行っており、全国的に店舗を展開し、地

域に密着して多くの人々のニーズに応えると同時に個人に対する小口金融に徹し、無

担保無保証で即時融資を行っております。 

総合あっせん事業 当社は、「暮らしに役立つカード」として、従来クレジットカードを持つ機会が少な

かったお客様への利用機会の提供とともに加盟店開拓を進め、地域社会に密着したカ

ード事業を展開しております。 

ゴルフ場経営 ㈱テイクワンは、ゴルフ場の経営を行っており、余剰資金を当社に融資しておりま

す。 

不動産業 当社及び㈱ティデーエスは、所有不動産の有効活用を図るため、不動産の開発、管

理、賃貸を行っております。 

ベンチャーキャピタル業 TWJ EURO CO.,LTD. は、イギリスに設立したベンチャーキャピタルであり、ヨーロッ

パ諸国のベンチャー企業等への投資を行う予定であります。TWJ VC CO.,LTD.は、米

国に設立したベンチャーキャピタルであり、米国のベンチャー企業等への投資を行う

予定であります。また、㈱テーダブルジェーは、国内外のベンチャー企業等への投資

を行っております。 

総合金融サービス業   METRO ASIA CAPITAL CO.,LTD. は、韓国において主にリース業及び事業者金融業を行

なっております。 

その他 共立エステート㈱、㈱武富士キャピトル、G.H INVESTMENT CO.,LTD. 
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（1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、創業以来、「お客様第一主義」と「効率経営」を経営理念とし、無担保・無保証・小口の消

費者金融サービスを提供する「身近な金融機関」として歩んでまいりました。健全な資金需要者のニーズに可能

な限り、適切にお応えしていくことが消費者金融会社の社会的使命であるとの認識のもと、お客様のニーズを的

確にとらえ、きめ細かい多様なサービスの提供に努めるとともに、経営資源の 適配分による効率経営の推進、

ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の充実、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス態勢のさらなる強化

等に努め、ステークホルダーの信頼にお応えし、企業価値の向上に努めてまいります。 

   

（2）目標とする経営指標 

  当社グループは、経営基盤の安定化として株主資本比率を重要な経営指標とするとともに、効率経営と株主価

値の向上の観点から、総資本当期純利益率（ＲＯＡ）、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）、１株当たり当期純利

益等の維持・向上も目指してまいります。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  消費者金融業界は、貸金業法の完全施行による総量規制の導入、上限金利の引き下げ、さらに、利息返還請求

の高止まりによる資金繰りの悪化など引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 消費者金融市場が縮小し、業態間の垣根を越えた競争がさらに厳しくなるなか、当社は「手元流動性の確保」

「利息返還請求への対応」及び「貸付金残高減少のなかでの利益確保」を経営の 重要課題と捉え、全社の総力

を結集して次の施策を遂行し企業価値の 大化に努めてまいります。  

① 手元流動性の確保  

  厳しい資金調達環境において、営業貸付債権や不動産等の資産の活用・譲渡による調達を図るとともに、キャ

ッシュ・フローを 重要視した経営に努め、資金面における「出の削減」と「入りの促進」を徹底し、事業運営

に必要な資金の確保に努めてまいります。  

② 利息返還請求への対応力の強化 

  利息返還請求の高止まりの状況が続くなか、組織的対応力を強化するため管理組織を再編し、対応要員の育成

とシステム化及び責任と権限の明確化を図り、利息返還請求の総コストの抑制に努めてまいります。  

③ 貸付金残高減少のなかでの利益確保 

  利益の源泉である貸付金残高が減少するなか、国内に留まらず海外への展開も視野に入れ、Ｍ＆Ａや業務・資

本提携等を模索し、新たな収益源を開拓してまいります。また、店舗の統廃合を更に進めると共に、業務効率の

改善を常に追求し、徹底したコスト削減に努めてまいります。 

  上記施策の実現を通じて厳しい環境下においても利益の出せる強靭なビジネスモデルを構築し、より強固な経

営基盤の確立を目指してまいります。  

  

（4）関連当事者との関係に関する基本方針 

 研修センターの一部については、関連当事者の保有する施設を利用しております。当該取引におきましては、

需給及び市場価格の動向等も勘案の上、すべて一般の取引と同様の手続きを踏まえ、同等の条件を適用しており

ます。    

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 47,871 40,372

営業貸付金 ※1, ※2, ※6  861,517 ※1, ※2, ※6  589,477

割賦売掛金 465 312

原材料及び貯蔵品 241 218

未収営業貸付金利息 7,914 5,693

短期貸付金 ※4  49,992 ※4  19,989

繰延税金資産 13 －

その他 15,523 37,596

貸倒引当金 △96,994 △60,658

流動資産合計 886,541 633,000

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,144 4,239

機械装置及び運搬具（純額） 68 53

器具及び備品（純額） 4,140 3,512

土地 34,649 25,216

コース勘定 195 195

有形固定資産合計 ※5  45,195 ※5  33,214

無形固定資産 5,174 4,837

投資その他の資産   

投資有価証券 10,981 ※8  5,624

長期預託金 5,580 6,206

その他 4,992 4,050

投資その他の資産合計 21,554 15,880

固定資産合計 71,923 53,931

資産合計 958,464 686,931
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（単位：百万円）

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 － 9,068

1年内返済予定の長期借入金 ※1  91,595 ※1  80,406

未払法人税等 461 317

賞与引当金 639 376

債権売却損失引当金 － 11,276

その他 31,478 30,702

流動負債合計 124,173 132,145

固定負債   

社債 88,567 83,470

転換社債型新株予約権付社債 70,000 42,400

長期借入金 ※1  115,579 38

繰延税金負債 8 7

利息返還損失引当金 403,357 272,953

退職給付引当金 3,610 3,881

役員退職慰労引当金 147 178

その他 3,374 1,239

固定負債合計 684,642 404,166

負債合計 808,816 536,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,478 30,478

資本剰余金 52,263 52,263

利益剰余金 105,761 105,616

自己株式 △36,469 △36,469

株主資本合計 152,034 151,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,943 △945

為替換算調整勘定 △584 △526

評価・換算差額等合計 △2,527 △1,471

新株予約権 141 202

純資産合計 149,648 150,620

負債純資産合計 958,464 686,931
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 178,337 113,581

総合あっせん収益 69 57

その他の金融収益 2,611 783

その他の営業収益 5,331 5,845

営業収益合計 186,349 120,266

営業費用   

金融費用   

支払利息 7,874 3,980

社債利息 10,188 5,879

その他 987 1,868

金融費用計 19,049 11,727

その他の営業費用   

広告宣伝費 4,250 2,934

貸倒損失 406 －

貸倒引当金繰入額 96,994 34,968

利息返還損失引当金繰入額 229,662 －

給料及び賞与 13,474 11,035

賞与引当金繰入額 639 376

退職給付引当金繰入額 755 765

役員退職慰労引当金繰入額 44 38

賃借料 5,133 3,891

減価償却費 3,207 3,081

支払手数料 11,941 9,552

その他 11,408 8,538

その他の営業費用計 377,911 75,180

営業費用合計 396,961 86,907

営業利益又は営業損失（△） △210,612 33,360

営業外収益   

受取配当金 698 247

還付加算金 174 －

雑収入 115 666

営業外収益合計 987 913

営業外費用   

固定資産除売却損 182 45

持分法による投資損失 － 1

為替差損 1,331 995

社債発行費 1,798 －

支払オプション料 1,709 －

雑損失 24 52

営業外費用合計 5,043 1,093

経常利益又は経常損失（△） △214,669 33,180
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 688 668

社債償還益 － 4,475

固定資産売却益 － ※2  808

その他 31 －

特別利益合計 718 5,951

特別損失   

投資有価証券評価損 766 831

投資有価証券売却損 124 900

減損損失 ※3  386 ※3  10,601

店舗閉鎖損失 ※4  1,896 ※4  1,603

確約融資枠契約解消損 ※5  2,165 －

社債償還損 10,475 －

債権売却損 － ※6  8,807

債権売却損失引当金繰入額 － ※7  11,276

その他 173 153

特別損失合計 15,985 34,171

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△229,935 4,959

法人税、住民税及び事業税 766 370

法人税等調整額 25,435 13

法人税等合計 26,201 382

当期純利益又は当期純損失（△） △256,137 4,577

- 15 -

㈱武富士 （8564） 平成22年３月期　決算短信



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 30,478 30,478

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,478 30,478

資本剰余金   

前期末残高 52,263 52,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52,263 52,263

利益剰余金   

前期末残高 393,367 105,761

当期変動額   

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,137 4,577

自己株式の消却 △15,005 －

当期変動額合計 △287,606 △145

当期末残高 105,761 105,616

自己株式   

前期末残高 △48,248 △36,469

当期変動額   

自己株式の取得 △3,225 △0

自己株式の消却 15,005 －

当期変動額合計 11,779 △0

当期末残高 △36,469 △36,469

株主資本合計   

前期末残高 427,861 152,034

当期変動額   

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,137 4,577

自己株式の取得 △3,225 △0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △275,827 △145

当期末残高 152,034 151,889
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,619 △1,943

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,562 998

当期変動額合計 △3,562 998

当期末残高 △1,943 △945

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 4,383 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,383 －

当期変動額合計 △4,383 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △128 △584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △457 58

当期変動額合計 △457 58

当期末残高 △584 △526

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,875 △2,527

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,402 1,056

当期変動額合計 △8,402 1,056

当期末残高 △2,527 △1,471

新株予約権   

前期末残高 41 141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101 61

当期変動額合計 101 61

当期末残高 141 202

純資産合計   

前期末残高 433,776 149,648

当期変動額   

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,137 4,577

自己株式の取得 △3,225 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,301 1,117

当期変動額合計 △284,128 972

当期末残高 149,648 150,620
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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 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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（△）

△229,935 4,959

減価償却費 3,207 3,081

減損損失 386 10,601

投資損益（△は益） 218 92

持分法による投資損益（△は益） － 1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 366 271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,004 △36,336

債権売却損失引当金の増減額（△は減少） － 11,276

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 17,101 △130,404

貸倒償却額 144,404 57,186

利息返還額（元本毀損分） 67,531 43,875

受取利息及び受取配当金 △698 △247

店舗閉鎖損失 1,896 371

固定資産除売却損益（△は益） 182 △763

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △564 232

投資有価証券評価損益（△は益） 766 831

未収営業貸付金利息の増減額（△は増加） 2,948 2,221

営業貸付金貸付額 △174,297 △58,746

営業貸付金回収額 296,271 194,100

営業貸付金の売却による減少額 － 35,684

社債償還損益（△は益） 10,475 △4,475

長期預託金の増減額（△は増加） 40,976 △6

その他 11,493 △24,838

小計 145,735 108,999

利息及び配当金の受取額 698 247

法人税等の支払額 △666 △517

法人税等の還付額 4,253 275

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,020 109,005
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 1,424

有形固定資産の取得による支出 △1,007 △755

無形固定資産の取得による支出 △2,711 △1,141

投資有価証券の取得による支出 △575 △1,220

投資有価証券の売却による収入 1,499 6,210

その他 684 1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,110 5,672

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 6,200 －

長期借入金の返済による支出 △177,306 △126,730

社債の償還による支出 △82,400 △5,841

新株予約権付社債の発行による収入 70,000 －

新株予約権付社債の償還による支出 － △13,805

自己株式の純増減額（△は増加） △3,225 △0

配当金の支払額 △16,461 △4,720

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,193 △151,096

現金及び現金同等物に係る換算差額 △326 △1,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,609 △37,501

現金及び現金同等物の期首残高 153,471 97,862

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  97,862 ※1  60,361
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ――――――  当社グループは、従来、金融機関からの借入れ、社債の

発行及び営業貸付金の証券化による借入れなど、多様かつ

機動的な調達手段により資金調達を実施してまいりまし

た。しかし、米国におけるサブプライムローン問題やリー

マンショック等により一層深刻となった金融情勢のなか、

高水準で推移する利息返還請求に対応した資金需要を抱

え、本年６月に完全施行が予定されている改正貸金業法に

よるいわゆる総量規制の影響も懸念材料となり、これらを

背景とした格付けの引き下げと、その引き下げによる一部

借入金の早期返済事由への抵触もあり、当社グループを取

り巻く資金調達環境は厳しさを増してきております。 

 このような状況を踏まえ、資金繰りの改善に向け様々な

資金調達手段を検討した結果として、当連結会計年度にお

いては、転換社債型新株予約権付社債の繰上償還請求に備

えた社債の交換募集を実施したほか、保有する上場有価証

券の売却及び営業貸付金に含まれる条件緩和債権の一部譲

渡も実施いたしましたが、長引く景気低迷や業界の今後に

対する不透明感に加え、高水準で推移する利息返還請求、

更なる格付けの引き下げなどもあり、新たな資金調達が極

めて厳しい状況が継続しております。 

 このような状況から、現時点で当社グループにかかる継

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

しておりますが、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 必要資金の確保と資金繰りの安定化 

 厳しい資金調達環境は当面続くものと考えられること

から、当社グループが保有する不動産及び営業貸付金の

譲渡などにより、当面の事業運営に必要な資金を確保す

るとともに、既存の社債に対する負担軽減策の実施及び

新たな調達手段確保のための戦略的業務提携の検討な

ど、資金繰り全体の安定化にも努めてまいります。 

② 経営の更なる効率化 

  店舗統廃合などの計画的かつ継続的に実施してきた効

率化施策を更に進めるとともに、各種支出に係わる契約

内容の見直しによるコスト削減に努めるなど一層の経営

効率化にも努めてまいります。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ――――――    なお、前記必要資金の確保と資金繰りの安定化に向けた

取り組みのうち、保有する不動産の譲渡につきましては、

当社及び連結子会社である株式会社ティデーエス保有の土

地建物の中から売却対象物件を選定したうえで、入札方式

による売却価格の決定段階まで進んでおり、現在契約締結

に向けた手続きを実行中です。 

   また、営業貸付金の譲渡につきましても、関係先との具

体的な協議を計画的かつ着実に推し進め、現時点で対象資

産及び価格の確定手続きの一環として「債権購入意向表明

書」を入手しております。 

   今後も、資金繰り全体の安定化に向けた各種取り組みは

もとより、経営の更なる効率化に向けた諸施策を確実に実

行することで、継続企業の前提に関する疑義は解消できる

ものと判断しております。 

   しかし、依然として厳しい経済情勢に加え、改正貸金業

法の影響などもあり、当社グループを取り巻く資金調達環

境が好転することに不透明性があることから、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してお

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

財務諸表に反映しておりません。 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称 

共立エステート㈱、TWJ VC CO.,LTD.、㈱武富士キ

ャピトル、㈱テイクワン、G.H INVESTMENT 

CO.,LTD.、㈱テーダブルジェー、TWJ EURO 

CO.,LTD.、㈱ティデーエス 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称 

同左 

(2）開示対象特別目的会社 

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）開示対象特別目的会社 

同左  

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社の数 １社 

持分法を適用した会社等の名称 

METRO ASIA CAPITAL CO.,LTD. 

なお、METRO ASIA CAPITAL CO,.LTD.は新たに設立し

たため、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含め

ております。   

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、㈱テーダブルジェーの決算日は２

月28日、㈱テイクワンの決算日は１月31日、G.H 

INVESTMENT CO.,LTD.の決算日は12月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上必要な調整を行って

おります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

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 

① 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） 

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 

① 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 原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）によっております。 

② 原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）によっております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

なお、この変更に伴う影響はありません。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

主として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、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物  10年～50年 

器具及び備品   ４年～15年 

(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 

同左 

② 無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフ

トウェアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として計上してお

ります。 

(3）      ――――――           

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

（延滞日数30日以内の債権）については貸倒実績

率により、延滞債権等特定の債権については、信

用リスクのランクごとに区分して、過去の一定の

算定期間における貸倒実績等により回収可能性を

勘案し、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 

① 貸倒引当金 

同左 

② 利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息部分

の顧客からの返還請求に備えるため、当連結会計

年度末における将来の返還請求発生見込額を計上

しております。 

② 利息返還損失引当金 

同左 

③ 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 賞与引当金 

同左 

④       ――――――          ④ 債権売却損失引当金 

  債権売却に係る損失に備えるため、当連結会計年

度末における損失発生見込額を計上しておりま

す。 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

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。 

数理計算上の差異は、全額翌連結会計年度に費用

処理することとしております。 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

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。 

数理計算上の差異は、全額翌連結会計年度に費用

処理することとしております。   

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）を適用しております。 

なお、重要性基準を考慮した結果、従来と同一の

割引率を使用しており、この変更に伴う影響はあ

りません。  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

⑥ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

社債及び借入金の支払利息に係る金利変動リスク及

び為替変動リスクのヘッジを目的に金利スワップ取

引及び通貨スワップ取引を行っております。金利ス

ワップ取引については、特例処理の要件を満たして

おり、特例処理を採用しております。通貨スワップ

取引については、振当処理の要件を満たしており、

振当処理を採用しております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、金利スワップ

の特例処理又は振当処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 営業貸付金利息の計上基準 

営業貸付金利息は発生基準により計上しておりま

す。 

なお、営業貸付金に係る未収利息については、利

息制限法の上限利率と約定利率とのいずれか低い

方により計上しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 営業貸付金利息の計上基準 

同左 

② 消費税等の会計処理 

提出会社及び国内連結子会社１社は税込方式、国

内連結子会社４社は税抜方式によっております。

② 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

価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

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。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

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か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

なお、この変更に伴う影響はありません。 

―――――― 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結損益計算書関係） 

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「人材派

遣費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結

会計年度よりその他の営業費用の「その他」に含めて

表示しております。なお、当連結会計年度の「人材派

遣費」は14百万円であります。 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「還付加算

金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年

度よりその他の営業費用の「その他」に含めて表示してお

ります。なお、当連結会計年度の「還付加算金」は１百万

円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資利

益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示して

おります。なお、当連結会計年度の「投資利益」は５

百万円であります。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成22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は次の

とおりであります。 

※１．担保に供している資産とこれに対応する債務は次の

とおりであります。 

  

担保提供資産 

営業貸付金 百万円302,003

  

担保提供資産 

営業貸付金 百万円220,122

対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 百万円35,598

長期借入金  73,665

計  109,263

対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 百万円58,530

上記は、信託を利用した営業貸付金の流動化に係る

ものであります。 

上記は、信託を利用した営業貸付金の流動化に係る

ものであります。 

※２．営業貸付金 百万円はすべて個人向け無担保

貸付金であります。 

861,517 ※２．営業貸付金 百万円はすべて個人向け無担保

貸付金であります。 

589,477

３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利用限

度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことができ

る契約となっております。同契約に係る利用限度額

の融資未実行残高は、 百万円であります。

このうちには、当連結会計年度末に残高のない顧客

に対するものが 百万円含まれております。

この利用限度額については顧客の信用度合いにより

当社が任意に増減することができるものであり、融

資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャ

ッシュ・フローに重要な影響を与えるものではあり

ません。 

391,516

204,127

３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利用限

度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことができ

る契約となっております。同契約に係る利用限度額

の融資未実行残高は、 百万円であります。

このうちには、当連結会計年度末に残高のない顧客

に対するものが 百万円含まれております。

この利用限度額については顧客の信用度合いにより

当社が任意に増減することができるものであり、融

資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャ

ッシュ・フローに重要な影響を与えるものではあり

ません。 

380,576

182,826

※４．短期貸付金は、現先取引によるものであります。 

この取引による担保受入金融資産（有価証券）の当

連結会計年度末時価は 百万円であります。 49,992

※４．短期貸付金は、現先取引によるものであります。こ

の取引による担保受入金融資産（有価証券）の当連

結会計年度末時価は 百万円であります。   19,989

※５．有形固定資産の減価償却累計額 百万円が控除

されております。 

28,837 ※５．有形固定資産の減価償却累計額 百万円が控除

されております。 

27,942
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前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※６．不良債権の状況 ※６．不良債権の状況 

破綻先債権 百万円48 破綻先債権 百万円60

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破産債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権であります。 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破産債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権であります。 

延滞債権 百万円63,763 延滞債権 百万円74,635

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので

あります。 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので

あります。 

３か月以上延滞債権 百万円28,408 ３か月以上延滞債権 百万円23,997

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月

以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債

権に該当しないものであります。 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月

以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債

権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権 百万円※67,508 貸出条件緩和債権 百万円※25,965

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞

債権に該当しないものであります。 

※なお、 百万円の内には、延滞日数が０日か

ら30日までのものが 百万円含まれておりま

す。 

67,508

62,207

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞

債権に該当しないものであります。 

※なお、 百万円の内には、延滞日数が０日か

ら30日までのものが 百万円含まれておりま

す。 

25,965

23,482

７．財務制限条項 

借入金のうち 百万円及び社債のうち 百

万円には、財務制限条項がついており、下記の条項

に抵触した場合、借入金は該当する借入先に対し借

入金を一括返済、社債は一括償還することになって

おります。（複数ある場合は、条件の厳しい方を記

載しております。） 

10,000 58,567

７．財務制限条項 

社債のうち 百万円には、財務制限条項がつい

ており、下記の条項に抵触した場合、一括償還する

ことになっております。（複数ある場合は、条件の

厳しい方を記載しております。） 

52,462

(1）自己資本が 百万円を下回った場合 

(2）自己資本比率が10％を下回った場合 

(3）不動産担保借入金を除く担保付借入金残高が流動

資産の80％を上回った場合 

100,000 (1）       ――――――  

(2）自己資本比率が10％を下回った場合   

(3）不動産担保借入金を除く担保付借入金残高が流動

資産の80％を上回った場合  

 ―――――― ※８．関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式）        百万円1,281
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．金融収益及び金融費用の連結損益計算書上の表示区

分の基準は次のとおりであります。 

１．金融収益及び金融費用の連結損益計算書上の表示区

分の基準は次のとおりであります。 

(1）営業収益として表示した金融収益 

投資有価証券受取配当金及び利息等を除くすべて

の金融収益 

(1）営業収益として表示した金融収益 

同左 

(2）営業費用として表示した金融費用 

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を除く

すべての金融費用 

(2）営業費用として表示した金融費用 

同左 

２．       ―――――― 

  

※２．固定資産売却益  

   固定資産売却益は、駐車場等を売却したことによる

ものであり、その内訳は土地808百万円でありま

す。  

※３．減損損失 

閉鎖店舗等における電話加入権 百万円及び来期

閉鎖予定の資産 百万円を減損損失として計上して

おります。 

加えて、一部の賃貸不動産等について継続的な地価

の下落等があったため、当連結会計年度において帳

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 百万円計上しております。    

211

72

102

※３．減損損失 

従来、当社グループにおいては、用途等に応じて事

業用資産については事業を基礎とし、賃貸不動産及

び遊休資産（投資不動産を含む）については、それ

ぞれ個別物件単位にグルーピングしております。 

当連結会計年度においては、資金調達の一環として

一部固定資産を譲渡する見込みとなったことから、

当該資産については、その用途等に係わらず物件単

位にグルーピングすることといたしました。 

賃貸不動産及び遊休資産については、それぞれ継続

的な地価の下落等により、また譲渡対象資産につい

ては、使用方法について回収可能価額を著しく低下

させる変化が生じたことにより、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額 百万円を減損

損失として計上いたしました。 

減損損失の主な内訳は、土地 百万円、建物及

び構築物 百万円、器具及び備品462百万円等で

あります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、

正味売却価額は主として、売却入札金額（一部不動

産鑑定士による鑑定評価額を使用）から処分費用を

控除しております。 

（百万円）

なお、上記のうち譲渡対象資産にかかる減損損失額

は8,718百万円であります。  

10,601

8,842

1,214

用途 種類 場所 減損損失額

事業用資産

土地、 

建物及び 

構築物等 

京都府、 

埼玉県 他 
 5,727

賃貸不動産

土地、 

建物及び 

構築物等 

東京都、 

北海道 他 
4,220 

遊休資産 

土地、 

建物及び 

構築物等 

京都府、 

東京都 他 
654 

合 計 10,601 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※４．店舗閉鎖損失 

店舗閉鎖及び支社等の組織改編に関する意思決定を

行ったことにより、当連結会計年度における閉鎖等

の実施額 百万円及び来期の閉鎖費用 百万円

を店舗閉鎖損失として計上しております。 

1,605 291

※４．店舗閉鎖損失 

店舗閉鎖及び支社等の組織改編に関する意思決定を

行ったことにより、当連結会計年度における閉鎖等

の実施額 百万円及び来期の閉鎖費用 百万円を

店舗閉鎖損失として計上しております。 

616 988

※５．確約融資枠契約解消損   

真正譲渡方式での確約融資枠契約を解消し、期日前

返済を行ったことによる損失であります。    

 ５．       ―――――― 

  

   

          ―――――― 

  

※６．債権売却損 

   当社が保有する債権の一部を売却したことによる損

失であります。 

          ―――――― 

  

※７．債権売却損失引当金繰入額 

   当社が保有する債権の一部売却に係る損失発生見込

額であります。 
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前連結会計年度（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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,729千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,729千株

及び単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．普通株式の発行済株式及び自己株式の株式数の減少3,000千株は、取締役会決議による自己株式の消却によ

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） ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

３．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 

  

（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（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
式数（千株） 

発行済株式  

普通株式（注）２  147,295  －  3,000  144,295

合計  147,295  －  3,000  144,295

自己株式  

普通株式（注）１，２  9,647  2,729  3,000  9,375

合計  9,647  2,729  3,000  9,375

区分 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（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 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

2018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  －  29,761,904  －  29,761,904  －

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  141

合計 －  －  －  －  －  141

（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  12,388  90 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式  4,076  30 平成20年９月30日 平成20年12月５日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  2,698 利益剰余金  20 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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０千株は、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） 2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の減少11,734,694株は、転換社債型新株予約権付社債の買

入償還に伴う消却によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

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

  

  
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
式数（千株） 

発行済株式  

普通株式  144,295  －  －  144,295

合計  144,295  －  －  144,295

自己株式  

普通株式（注）  9,375  0  －  9,375

合計  9,375  0  －  9,375

区分 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（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 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

2018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  29,761,904  －  11,734,694  18,027,210  －

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  202

合計 －  －  －  －  －  202

（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  2,698  20 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月５日 

取締役会 
普通株式  2,024  15 平成21年９月30日 平成21年12月４日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  2,024 利益剰余金  15 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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該当事項はありません。 

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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

掲記されている金額との関係 

  

―――――― 

現金及び預金勘定 百万円47,871

短期貸付金（現先取引）  49,992

現金及び現金同等物  97,862

  

 ２．重要な非資金取引の内容  

   転換社債型新株予約権付社債と社債の交換  

現金及び預金勘定 百万円40,372

短期貸付金（現先取引）  19,989

現金及び現金同等物  60,361

転換社債型新株予約権付社債 

の減少額 

百万円10,075

社債の増加額  百万円10,075

（リース取引関係）
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を一部省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

 当社グループは、一般消費者（顧客）への無担保無保証融資を主たる業務としており、この業務を行な

うための資金を、市場環境を勘案して主に銀行借入や社債発行により調達しております。 

 営業債権である営業貸付金及び割賦売掛金は、当社与信管理規程に従い支払期日ごとの入金管理、未収

残高管理を行うとともに、顧客ごとの信用状況を定期的に把握する体制のもと、回収不能リスクの軽減を

図っております。 

 借入金のうち、金利の変動リスクを伴う変動金利借入の一部については、金利スワップ取引を行うこと

により当該リスクを回避しております。また、社債は当社が発行しているものであり、外貨建社債の為替

変動リスクにつきましては、先物為替予約を行うことにより当該リスクを回避しております。 

 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の財務状況や市場価格及び為替

変動の定期的なモニタリングを行っております。 

 デリバティブ取引については、主として将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行なっておりません。  

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

（*１）営業貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

（*２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

（金融商品関係）

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金  40,372  40,372  －

(2）営業貸付金  589,477  

    貸倒引当金（*１）  △60,609   

    528,868  583,033  54,166

(3）未収営業貸付金利息    5,693  5,693  －

(4) 投資有価証券   1,525  1,525  －

 資産計  576,458  630,624  54,166

(1) １年内償還予定の社債   9,068  6,302  △2,766

(2）１年内返済予定の長期借入金  80,406  78,474  △1,932

(3）社債  83,470  40,508  △42,961

(4) 転換社債型新株予約権付社債   42,400  36,676  △5,724

(5) 長期借入金   38  34  △4

 負債計  215,381  161,994  △53,387

デリバティブ取引（*２）  －  －  －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資 産 

（1）現金及び預金、（3）未収営業貸付金利息  

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（2）営業貸付金 

 当社では、営業貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、

その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

（4）投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す

る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。  

負 債 

（1）１年内償還予定の社債、（4）転換社債型新株予約権付社債  

 これらの時価は、市場価格に基づき算定しております。 

（2）１年内返済予定の長期借入金、（5）長期借入金  

 これらはの時価は、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割

り引いた現在価値により算定しております。 

（3）社債  

 社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。一部の社債は為替予約等の振当処理の対象とされて

おり、当該社債の時価にデリバティブの時価を含めて記載しております。  

デリバティブ取引 

 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金及び社債と一体として処理さ

れているため、その時価は当該長期借入金及び当該社債の時価に含めて記載しております（上記「負債」

（2）、（5）参照）。 

 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、そ

の時価は当該社債の時価に含めて記載しております（上記「負債」（3）参照）。  

   ２．非上場株式等（連結貸借対照表計上額4,099百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、「「資産」（4）投資有価証券」には含めておりません 

      

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用してお

ります。 
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前連結会計年度末(平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当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 

（注）１．取得原価と連結貸借対照表計上額との差額は、外貨建有価証券の連結会計年度末の為替評価差額でありま

す。 

２．その他有価証券の「その他」は投資事業組合を通じて保有する株式等であります。 

   

４．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について763百万円、その他有価証券で時

価のない株式３百万円の減損処理を行っております。 

 なお、当該時価のある株式の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び時価が取

得原価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除

き、減損処理を行っております。 

（有価証券関係）

  種類 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  787  1,024  236

(2）債券  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  25  27  2

小計  812  1,051  239

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  7,794  6,038  △1,756

(2）債券  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  7,794  6,038  △1,756

合計  8,606  7,089  △1,517

売却額 
（百万円） 

売却益の合計
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

 1,499  688  124

種類 
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） 

その他有価証券  

非上場株式  3,834  3,425  △409

譲渡性預金  －  －  －

その他  475  467  △8
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当連結会計年度末（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

 （注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額2,490百万円）及び、投資事業組合を通じて保有する株式等（連結貸借

対照表計上額328百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることか

ら、上表の「その他の有価証券」には含めておりません。 

   

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について289百万円、その他有価証券で時

価のない株式542百万円の減損処理を行っております。 

 なお、当該時価のある株式の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落したもの及び時価が取

得原価に比べ30％以上50％未満下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除

き、減損処理を行っております。 

  

  種類 連結貸借対照表計上額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

(1）株式  259  220  39

(2）債券  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  34  25  10

小計  294  245  49

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

(1）株式  1,231  1,705  △474

(2）債券  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,231  1,705  △474

合計  1,525  1,950  △425

種類 
売却額

（百万円） 
売却益の合計
（百万円） 

売却損の合計
（百万円） 

株式  6,210  668  △900
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前連結会計年度(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 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1）通貨関連 

 通貨関連のデリバティブ取引は全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。 

  

(2）金利関連 

 金利関連のデリバティブ取引は全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。 

    

  当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1）通貨関連 

 （注） 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その

時価は当該社債の時価に含めて記載しております。 

  

(2）金利関連 

 （注） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。  

  

（デリバティブ取引関係）

(1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、主として将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な

取引は行なわない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

利用している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引は、借入金及び社債の金利・為替変動リスクを回

避することにより、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

主として国内外の大手金融機関を取引の相手方としてデリバティブ取引を行っており、相手先の契約不

履行に係る信用リスクは低いと判断しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

借入金及び社債の金利・為替変動リスク回避のためのデリバティブ取引は取締役会の承認に基づき財務

部により実行・管理されており、取引の状況及び結果は取締役会にその都度報告される体制になってお

ります。 

ヘッジ会計の方
法 取引の種類 

主なヘッジ 

対象 
契約額等
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

為替予約等の

振当処理及び

金利スワップ

の特例処理 

通貨スワップ

取引  

買建 

 米ドル  

社債   52,462 52,462 （注） 

合計       52,462 52,462 －

ヘッジ会計の方
法 取引の種類 

主なヘッジ 

対象 
契約額等
（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

金利スワップ

の特例処理 

金利スワップ

取引 

変動受取・固

定支払  

長期借入金  5,000 － （注） 

合計       5,000 － －
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループの退職給付制度は、勤続期間が２年以上

の従業員が退職する場合、社内規程に基づき、退職時

までの勤続年数や給与等に基づき算定された退職金を

支払うこととなっております。この退職金の支払に充

てるため、必要資金の内部留保のほかに、退職金制度

の一部につい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 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 

（平成21年３月31日現在） 

２．退職給付債務及びその内訳 

（平成22年３月31日現在） 

(1） 退職給付債務 百万円△5,788

(2） 年金資産  1,969

(3） 未積立退職給付債務 (1)＋(2)  △3,818

(4） 会計基準変更時差異の未処理額  －

(5） 未認識数理計算上の差異  208

(6） 未認識過去勤務債務 

（債務の減額） 
 －

(7） 連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4)＋(5)＋(6) 
 △3,610

(8） 前払年金費用  －

(9） 退職給付引当金 (7)＋(8)  △3,610

(1） 退職給付債務 百万円△5,868

(2） 年金資産  2,103

(3） 未積立退職給付債務 (1)＋(2)  △3,766

(4） 会計基準変更時差異の未処理額  －

(5） 未認識数理計算上の差異  △115

(6） 未認識過去勤務債務 

（債務の減額） 
 －

(7） 連結貸借対照表計上額純額 

(3)＋(4)＋(5)＋(6) 
 △3,881

(8） 前払年金費用  －

(9） 退職給付引当金 (7)＋(8)  △3,881

３．退職給付費用及びその内訳 

（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．退職給付費用及びその内訳 

（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

(1） 勤務費用 百万円510

(2） 利息費用  83

(3） 期待運用収益  △28

(4） 数理計算上の差異の費用処理額  190

(5） 退職給付費用 

(1)＋(2)＋(3)＋(4) 
 755

(1） 勤務費用 百万円496

(2） 利息費用  87

(3） 期待運用収益  △27

(4） 数理計算上の差異の費用処理額  208

(5） 退職給付費用 

(1)＋(2)＋(3)＋(4) 
 765

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 

(1） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2） 割引率 ％ 1.50

(3） 期待運用収益率 ％ 1.35

(4） 数理計算上の差異の処理年数 翌年度に 

一括費用処理 

(1） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2） 割引率 ％ 1.50

(3） 期待運用収益率 ％ 1.35

(4） 数理計算上の差異の処理年数 翌年度に 

一括費用処理 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成21年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

（ストック・オプション等関係）

その他の営業費用のその他 百万円101

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社使用人         名2,507 当社取締役          名12

株式の種類別のストック・オプション

の数（注） 
普通株式         株536,750 普通株式         株27,400

付与日 平成19年11月29日 平成20年８月12日 

権利確定条件 

行使時まで継続して当社の取締役、監

査役、使用人又はこれに準ずる地位に

あること等 

行使時まで継続して当社の取締役又は

これに準ずる地位にあること等 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません 対象勤務期間の定めはありません 

権利行使期間 
自 平成21年11月９日 

至 平成23年11月８日 

自 平成22年８月13日 

至 平成24年８月12日 

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利確定前 （株） 

前連結会計年度末    521,100  －

付与    －  27,400

失効    50,800  2,500

権利確定    －  －

未確定残    470,300  24,900

権利確定後 （株） 

前連結会計年度末    －  －

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  －

未行使残    －  －
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② 単価情報 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法          ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．３年間（平成19年ストック・オプションにおいては平成16年12月から平成19年11月まで、平成20年ストッ

ク・オプションにおいては平成17年９月から平成20年８月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっております。 

３．平成19年ストック・オプションにおいては、平成20年３月期の予想配当によっております。平成20年ストッ

ク・オプションにおいては、平成21年３月期の予想配当によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 将来の失効数の合理的な見積りは過去３年間の平均退職率を反映させる方法を採用しております。 

  

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利行使価格 （円）  2,825  1,507

行使時平均株価 （円）  －  －

付与日における公正な評価単価 （円）  517  339

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

株価変動性 （注）１ ％ 39.42 ％ 41.67

予想残存期間 （注）２ ３年 ３年 

予想配当 （注）３ 円／株 180 円／株 60

無リスク利子率 （注）４ ％ 0.84 ％ 0.84
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

その他の営業費用のその他 百万円61

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社使用人         名2,507 当社取締役          名12

株式の種類別のストック・オプション

の数（注） 
普通株式         株536,750 普通株式         株27,400

付与日 平成19年11月29日 平成20年８月12日 

権利確定条件 

行使時まで継続して当社の取締役、監

査役、使用人又はこれに準ずる地位に

あること等 

行使時まで継続して当社の取締役又は

これに準ずる地位にあること等 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません 対象勤務期間の定めはありません 

権利行使期間 
自 平成21年11月９日 

至 平成23年11月８日 

自 平成22年８月13日 

至 平成24年８月12日 

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利確定前 （株） 

前連結会計年度末    470,300  24,900

付与    －  －

失効    34,300  －

権利確定    436,000  －

未確定残    －  24,900

権利確定後 （株） 

前連結会計年度末    －  －

権利確定    436,000  －

権利行使    －  －

失効    27,100  －

未行使残    408,900  －
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② 単価情報 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法          ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．３年間（平成19年ストック・オプションにおいては平成16年12月から平成19年11月まで、平成20年ストッ

ク・オプションにおいては平成17年９月から平成20年８月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっております。 

３．平成19年ストック・オプションにおいては、平成20年３月期の予想配当によっております。平成20年ストッ

ク・オプションにおいては、平成21年３月期の予想配当によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 将来の失効数の合理的な見積りは過去３年間の平均退職率を反映させる方法を採用しております。 

  

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利行使価格 （円）  2,825  1,507

行使時平均株価 （円）  －  －

付与日における公正な評価単価 （円）  517  339

  平成19年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

株価変動性 （注）１ ％ 39.42 ％ 41.67

予想残存期間 （注）２ ３年 ３年 

予想配当 （注）３ 円／株 180 円／株 60

無リスク利子率 （注）４ ％ 0.84 ％ 0.84
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該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成22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 

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 

流動資産－繰延税金資産 流動資産－繰延税金資産 

営業貸付金 百万円7,467

未収営業貸付金利息  1,996

貸倒引当金  12,966

賞与引当金  259

その他  504

小計  23,191

評価性引当額  △23,178

計  13

営業貸付金 百万円9,493

未収営業貸付金利息  1,312

貸倒引当金  654

賞与引当金  152

債権売却損失引当金  4,567

その他  746

小計  16,924

評価性引当額  △16,924

計  －

固定資産－繰延税金資産 固定資産－繰延税金資産 

有形固定資産 百万円16,591

投資有価証券  632

その他有価証券評価差額金  793

利息返還損失引当金  163,360

退職給付引当金  1,462

繰越欠損金  109,897

その他  12,579

小計  305,313

評価性引当額  △305,313

計  －

有形固定資産 百万円17,216

投資有価証券  535

その他有価証券評価差額金  389

利息返還損失引当金  110,546

退職給付引当金  1,572

繰越欠損金  166,214

その他  12,918

小計  309,390

評価性引当額  △309,390

計  －

固定負債－繰延税金負債 固定負債－繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △8

計  △8

繰延税金負債の純額  △8

その他有価証券評価差額金  △7

計  △7

繰延税金負債の純額  △7

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要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失であるため記載を省略してお

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要な項目別の内訳 

  法定実効税率               40.5％

 （調整） 

評価性引当額の増減 △39.7

住民税均等割 2.8

その他 4.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率  7.7

（企業結合等関係）
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賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。  

  

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

日 至 平成22年３月31日） 

 消費者金融業の営業収益、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントの合計額に占める割合が90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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

日 至 平成22年３月31日） 

 本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び資産の金額の合計額に占める割合が

いずれも90％超であるため、所在地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20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

 海外営業収益の合計額は、いずれも連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しておりま

す。 

  

（賃貸等不動産関係）

（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．海外営業収益
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前連結会計年度（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。 

  

１．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 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等 

（注）１．取引金額には消費税等が含まれております。 

２．上記取引は、需給及び市場価格の動向等も勘案の上、すべて一般の取引と同様の手続きを踏まえ、同等の条

件を適用しております。 

３．株式会社大央は、当社取締役武井健晃及びその近親者が、議決権の100％を直接もしくは間接に所有してお

ります。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．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 

連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等 

（注）１．取引金額には消費税等が含まれております。 

２．上記取引は、需給及び市場価格の動向等も勘案の上、すべて一般の取引と同様の手続きを踏まえ、同等の条

件を適用しております。 

３．株式会社大央は、当社取締役武井健晃及びその近親者が、議決権の100％を直接もしくは間接に所有してお

ります。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

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

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

（当該会社等の

子会社を含む） 

㈱大央 
東京都 

杉並区 
 10

不動産

賃貸業

（被所有） 

直接  

間接  

5.7

0.1

施設利用 

施設利用料

の支払等 
 53

前払費用 4

役員の兼任

１名 
未払金 1

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

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

（当該会社等の

子会社を含む） 

㈱大央 
東京都 

杉並区 
 10

不動産

賃貸業

（被所有） 

直接  

間接  

5.7

0.1

施設利用 

施設利用料

の支払等 
 53

前払費用 4

役員の兼任

１名 
未払金 1
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．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 

 当社は、安定的に資金を調達することを目的として、営業貸付金を裏付けとした信託受益権の流動化を

実施しております。当該流動化にあたり、株式会社形態の特別目的会社を利用しております。当該流動化

において、当社は、前述した信託受益権のうち優先部分を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付け

として特別目的会社が社債の発行によって調達した資金を、売却代金として受領します。 

 さらに、当社は営業貸付金の回収サービス業務を行い、また、信託受益権の劣後部分を保有しておりま

す。 

 流動化の結果、平成21年３月末において、取引残高のある特別目的会社は１社あり、当該特別目的会社

の直近の決算日における資産総額は 百万円、負債総額は 百万円であります。なお、当該特

別目的会社について、当社は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。 

  

２．当連結会計年度における開示対象特別目的会社との取引金額等 

 開示対象特別目的会社に対する資産の譲渡取引を金融取引として処理しているため、当該取引における

開示対象特別目的会社との取引金額等の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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

 当社は、安定的に資金を調達することを目的として、営業貸付金を裏付けとした信託受益権の流動化を

実施しております。当該流動化にあたり、株式会社形態の特別目的会社を利用しております。当該流動化

において、当社は、前述した信託受益権のうち優先部分を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付け

として特別目的会社が社債の発行によって調達した資金を、売却代金として受領します。 

 さらに、当社は営業貸付金の回収サービス業務を行い、また、信託受益権の劣後部分を保有しておりま

す。 

 流動化の結果、平成22年３月末において、取引残高のある特別目的会社は１社あり、当該特別目的会社

の直近の決算日における資産総額は 百万円、負債総額は 百万円であります。なお、当該特別

目的会社について、当社は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。 

  

２．当連結会計年度における開示対象特別目的会社との取引金額等 

 開示対象特別目的会社に対する資産の譲渡取引を金融取引として処理しているため、当該取引における

開示対象特別目的会社との取引金額等の記載を省略しております。 

  

（開示対象特別目的会社関係）

114,554 114,544

71,917 71,907
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（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１

株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円1,108.12

１株当たり当期純損失金額 円1,880.05

１株当たり純資産額 円1,114.87

１株当たり当期純利益金額 円33.93

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円31.79

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △256,137  4,577

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利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 △256,137  4,577

普通株式の期中平均株式数（千株）  136,239  134,920

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円）  －  557

（うち支払利息（税額相当額控除後） （ ）－ （ ）557

普通株式増加数（千株）  －  26,599

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

期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成19年11月８日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 

2018年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債

（発行総額 百万円） 

株 

平成20年７月18日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 

470,300

70,000

29,761,904

24,900

平成19年11月８日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 

平成20年７月18日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 

408,900

24,900

（重要な後発事象）
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(1）営業収益の内訳  

（注）１．その他の金融収益の「その他」は、主に金利スワップ受取利息等であります。 

２．その他の営業収益の「その他」は、主に駐車場収入、ゴルフ場収入等であります。 

  

(2)その他の指標 

５．営業の実績 （連結）

種類別 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

増  減 

金額 

（百万円） 

構成割合 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成割合 

（％） 

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

営業貸付

金利息 
無担保ローン  178,337  95.7  113,581  94.4  △64,756  △36.3

総合あっ

せん収益 
クレジットカード  69  0.0  57  0.1  △12  △17.0

その他の

金融収益 

預金利息  461  0.2  55  0.1  △405  △88.0

貸付金利息  329  0.2  30  0.0  △298  △90.8

その他  1,822  1.0  697  0.6  △1,125  △61.7

小計  2,611  1.4  783  0.7  △1,828  △70.0

その他の

営業収益 

償却債権及び同利

息回収額 
 3,235  1.8  3,750  3.1  515  15.9

不動産賃貸収入  993  0.5  893  0.7  △100  △10.0

その他  1,104  0.6  1,202  1.0  98  8.9

小計  5,331  2.9  5,845  4.8  514  9.6

合計  186,349  100.0  120,266  100.0  △66,082  △35.5

区分  
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日）

当連結会計年度末 

（平成22年３月31日）

   

増減 増減率 ％ 

営業貸付金残高（百万円）   861,517   589,477  △272,040 △31.6

  無担保ローン  861,517   589,477  △272,040 △31.6

  担保ローン － －  － －

割賦売掛金残高（百万円）  465   312  △153 △33.0

口座数（口）  1,480,683   1,078,517  △402,166 △27.2

  無担保ローン  1,480,683   1,078,517  △402,166 △27.2

  担保ローン － －  － －

クレジットカード会員数（人）  275,684   251,436  △24,248 △8.8

店舗数（店）  1,051  786  △265 △25.2

  有人店舗（店）  210  140  △70 △33.3

  無人店舗（店）  840  645  △195 △23.2

  インターネット店舗（店）  1  1  － －

自動契約機台数（台）  1,051  786  △265 △25.2

ＣＤ・ＡＴＭ台数（台）  54,904 57,940  3,036 5.5

  自社設置分（台）  1,161  873  △288 △24.8

  提携分（台）  53,743  57,067  3,324 6.2

従業員数（人）  2,434  2,124  △310 △12.7

貸倒償却額（百万円）  144,404  57,186  △87,218 △60.4

利息返還額（元本毀損分） 

（百万円） 
 67,531  43,875  △23,656 △35.0

貸倒引当金残高（百万円）  96,994  60,658  △36,336 △37.5

- 47 -

㈱武富士 （8564） 平成22年３月期　決算短信



６．個別財務諸表 
（1）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

当事業年度末 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 42,935 38,486

営業貸付金 ※1, ※2, ※6  861,517 ※1, ※2, ※6  589,477

割賦売掛金 465 312

原材料及び貯蔵品 235 214

前払費用 765 458

未収営業貸付金利息 7,914 5,693

短期貸付金 ※4  49,992 ※4  19,989

未収入金 1,455 1,121

預託金 13,150 33,285

その他 119 2,704

貸倒引当金 △96,994 △60,658

流動資産合計 881,552 631,080

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,310 3,799

構築物（純額） 553 248

車両運搬具（純額） 10 6

器具備品（純額） 4,094 3,453

土地 22,688 16,796

有形固定資産合計 ※5  32,655 ※5  24,302

無形固定資産   

借地権 485 438

ソフトウエア 3,906 3,601

電話加入権 141 141

その他 639 654

無形固定資産合計 5,171 4,834

投資その他の資産   

投資有価証券 8,909 2,662

関係会社株式 38,233 39,436

出資金 1 0

長期前払費用 319 86

投資不動産 446 409

敷金及び保証金 4,121 3,446

長期預託金 5,580 6,206

その他 107 109

投資その他の資産合計 57,714 52,355

固定資産合計 95,540 81,491

資産合計 977,092 712,571
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（単位：百万円）

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

当事業年度末 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

関係会社短期借入金 23,884 27,728

1年内償還予定の社債 － 9,068

1年内返済予定の長期借入金 ※1  91,595 ※1  80,406

未払金 23,067 21,744

未払費用 5,183 5,781

未払法人税等 204 164

預り金 308 328

前受収益 2,824 2,693

賞与引当金 638 375

債権売却損失引当金 － 11,276

その他 103 172

流動負債合計 147,806 159,734

固定負債   

社債 88,567 83,470

転換社債型新株予約権付社債 70,000 42,400

長期借入金 ※1  115,579 38

長期未払金 14 747

利息返還損失引当金 403,357 272,953

退職給付引当金 3,605 3,874

役員退職慰労引当金 147 178

長期前受収益 2,878 109

その他 479 380

固定負債合計 684,626 404,149

負債合計 832,432 563,883

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,478 30,478

資本剰余金   

資本準備金 52,263 52,263

資本剰余金合計 52,263 52,263

利益剰余金   

利益準備金 7,619 7,619

その他利益剰余金   

別途積立金 365,961 85,961

繰越利益剰余金 △273,793 9,080

利益剰余金合計 99,787 102,660

自己株式 △36,469 △36,469

株主資本合計 146,059 148,932

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,541 △447

評価・換算差額等合計 △1,541 △447

新株予約権 141 202

純資産合計 144,659 148,687

負債純資産合計 977,092 712,571
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（2）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 178,337 113,581

総合あっせん収益 69 57

その他の金融収益   

預金利息 427 51

貸付金利息 329 36

その他 1,822 697

その他の金融収益計 2,578 784

その他の営業収益   

償却債権及び同利息回収額 3,235 3,750

不動産賃貸料 993 893

その他 232 338

その他の営業収益計 4,459 4,981

営業収益合計 185,443 119,403

営業費用   

金融費用   

支払利息 8,417 4,578

社債利息 10,188 5,879

その他 987 1,868

金融費用合計 19,593 12,325

その他の営業費用   

広告宣伝費 4,237 2,922

貸倒損失 406 －

貸倒引当金繰入額 96,994 34,968

利息返還損失引当金繰入額 229,662 －

給料及び賞与 13,363 10,918

賞与引当金繰入額 638 375

退職給付引当金繰入額 754 763

役員退職慰労引当金繰入額 44 38

法定福利費及び福利厚生費 1,858 1,416

賃借料 5,144 3,904

減価償却費 3,176 3,045

支払手数料 11,904 9,500

通信費 3,267 2,630

その他 6,016 4,210

その他の営業費用計 377,461 74,690

営業費用合計 397,054 87,015

営業利益又は営業損失（△） △211,611 32,388
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取配当金 447 247

投資利益 115 112

還付加算金 174 －

雑収入 109 637

営業外収益合計 845 997

営業外費用   

固定資産除売却損 182 45

為替差損 1,262 992

社債発行費 1,798 －

支払オプション料 1,709 －

雑損失 24 52

営業外費用合計 4,974 1,090

経常利益又は経常損失（△） △215,740 32,295

特別利益   

投資有価証券売却益 495 667

社債償還益 － 4,475

固定資産売却益 － ※2  808

その他 31 －

特別利益合計 526 5,950

特別損失   

投資有価証券評価損 716 811

投資有価証券売却損 124 900

減損損失 ※3  386 ※3  6,958

店舗閉鎖損失 ※4  1,896 ※4  1,603

確約融資枠契約解消損 ※5  2,165 －

社債償還損 10,475 －

債権売却損 － ※6  8,807

債権売却損失引当金繰入額 － ※7  11,276

その他 173 153

特別損失合計 15,935 30,508

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △231,149 7,737

法人税、住民税及び事業税 348 142

法人税等調整額 25,435 －

法人税等合計 25,784 142

当期純利益又は当期純損失（△） △256,933 7,595
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 30,478 30,478

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,478 30,478

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 52,263 52,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52,263 52,263

資本剰余金合計   

前期末残高 52,263 52,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 52,263 52,263

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 7,619 7,619

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,619 7,619

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 365,961 365,961

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △280,000

当期変動額合計 － △280,000

当期末残高 365,961 85,961

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,609 △273,793

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 280,000

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,933 7,595

自己株式の消却 △15,005 －

当期変動額合計 △288,402 282,873

当期末残高 △273,793 9,080
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 388,188 99,787

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,933 7,595

自己株式の消却 △15,005 －

当期変動額合計 △288,402 2,873

当期末残高 99,787 102,660

自己株式   

前期末残高 △48,248 △36,469

当期変動額   

自己株式の取得 △3,225 △0

自己株式の消却 15,005 －

当期変動額合計 11,779 △0

当期末残高 △36,469 △36,469

株主資本合計   

前期末残高 422,682 146,059

当期変動額   

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,933 7,595

自己株式の取得 △3,225 △0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △276,623 2,873

当期末残高 146,059 148,932

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,791 △1,541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,332 1,094

当期変動額合計 △3,332 1,094

当期末残高 △1,541 △447

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 4,383 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,383 －

当期変動額合計 △4,383 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,174 △1,541
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,715 1,094

当期変動額合計 △7,715 1,094

当期末残高 △1,541 △447

新株予約権   

前期末残高 41 141

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101 61

当期変動額合計 101 61

当期末残高 141 202

純資産合計   

前期末残高 428,897 144,659

当期変動額   

剰余金の配当 △16,464 △4,722

当期純利益又は当期純損失（△） △256,933 7,595

自己株式の取得 △3,225 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,615 1,155

当期変動額合計 △284,237 4,028

当期末残高 144,659 148,687
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ――――――    当社は、従来、金融機関からの借入れ、社債の発行及び

営業貸付金の証券化による借入れなど、多様かつ機動的な

調達手段により資金調達を実施してまいりました。しか

し、米国におけるサブプライムローン問題やリーマンショ

ック等により一層深刻となった金融情勢のなか、高水準で

推移する利息返還請求に対応した資金需要を抱え、本年６

月に完全施行が予定されている改正貸金業法によるいわゆ

る総量規制の影響も懸念材料となり、これらを背景とした

格付けの引き下げと、その引き下げによる一部借入金の早

期返済事由への抵触もあり、当社を取り巻く資金調達環境

は厳しさを増してきております。 

   このような状況を踏まえ、資金繰りの改善に向け様々な

資金調達手段を検討した結果として、当事業年度において

は、転換社債型新株予約権付社債の繰上償還請求に備えた

社債の交換募集を実施したほか、保有する上場有価証券の

売却及び条件緩和債権の一部譲渡も実施いたしましたが、

長引く景気低迷や業界の今後に対する不透明感に加え、高

水準で推移する利息返還請求、更なる格付けの引き下げな

どもあり、新たな資金調達が極めて厳しい状況が継続して

おります。 

   このような状況から、現時点で当社にかかる継続企業の

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

ますが、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 必要資金の確保と資金繰りの安定化 

 厳しい資金調達環境は当面続くものと考えられること

から、当社が保有する不動産及び営業貸付金の譲渡など

により、当面の事業運営に必要な資金を確保するととも

に、既存の社債に対する負担軽減策の実施及び新たな調

達手段確保のための戦略的業務提携の検討など、資金繰

り全体の安定化にも努めてまいります。 

② 経営の更なる効率化 

  店舗統廃合などの計画的かつ継続的に実施してきた効

率化施策を更に進めるとともに、各種支出に係わる契約

内容の見直しによるコスト削減に努めるなど一層の経営

効率化にも努めてまいります。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ――――――    なお、前記必要資金の確保と資金繰りの安定化に向けた

取り組みのうち、保有する不動産の譲渡につきましては、

当社保有の土地建物の中から売却対象物件を選定したうえ

で、入札方式による売却価格の決定段階まで進んでおり、

現在契約締結に向けた手続きを実行中です。 

   また、営業貸付金の譲渡につきましても、関係先との具

体的な協議を計画的かつ着実に推し進め、現時点で対象資

産及び価格の確定手続きの一環として「債権購入意向表明

書」を入手しております。 

   今後も、資金繰り全体の安定化に向けた各種取り組みは

もとより、経営の更なる効率化に向けた諸施策を確実に実

行することで、継続企業の前提に関する疑義は解消できる

ものと判断しております。 

   しかし、依然として厳しい経済情勢に加え、改正貸金業

法の影響などもあり、当社を取り巻く資金調達環境が好転

することに不透明性があることから、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しており、

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

に反映しておりません。 
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重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式……同左 

(2）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） 

(2）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．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

原材料及び貯蔵品については 終仕入原価法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

原材料及び貯蔵品については 終仕入原価法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

なお、この変更に伴う影響はありません。 

  

３．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、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物      15年～50年 

構築物     10年～30年 

器具備品    ４年～15年 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として計上しており

ます。 

４．          ―――――― 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

将来の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

（延滞日数30日以内の債権）については貸倒実績率

により、延滞債権等特定の債権については、信用リ

スクのランクごとに区分して、過去の一定の算定期

間における貸倒実績等により回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息部分の

顧客からの返還請求に備えるため、当事業年度末に

おける将来の返還請求発生見込額を計上しておりま

す。 

(2）利息返還損失引当金 

同左 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

(4）       ――――――          (4）債権売却損失引当金 

  債権売却に係る損失に備えるため、当事業年度末に

おける損失発生見込額を計上しております。 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異は、全額翌事業年度に費用処理す

ることとしております。 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異は、全額翌事業年度に費用処理す

ることとしております。   

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しております。 

  なお、重要性基準を考慮した結果、従来と同一の割

引率を使用しており、この変更に伴う影響はありま

せん。 

(6）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づ

く事業年度末要支給額を計上しております。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 

社債及び借入金の支払利息に係る金利変動リスク及び

為替変動リスクのヘッジを目的に金利スワップ取引及

び通貨スワップ取引を行っております。金利スワップ

取引については、特例処理の要件を満たしており、特

例処理を採用しております。通貨スワップ取引につい

ては、振当処理の要件を満たしており、振当処理を採

用しております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、金利スワップの

特例処理又は振当処理の要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しております。 

６．ヘッジ会計の方法 

  同左 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）営業貸付金利息の計上基準 

営業貸付金利息は発生基準により計上しておりま

す。 

なお、営業貸付金に係る未収利息については、利息

制限法の上限利率と約定利率とのいずれか低い方に

より計上しております。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）営業貸付金利息の計上基準 

同左 

(2）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっておりま

す。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書関係） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「人材派遣

費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年

度よりその他の営業費用の「その他」に含めて表示し

ております。なお、当事業年度の「人材派遣費」は14

百万円であります。 

（損益計算書関係） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「還付加算金」

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よりそ

の他の営業費用の「その他」に含めて表示しております。

なお、当事業年度の「還付加算金」は１百万円でありま

す。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「保険料」

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よ

りその他の営業費用の「その他」に含めて表示してお

ります。なお、当事業年度の「保険料」は63百万円で

あります。 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

当事業年度末 
（平成22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は次の

とおりであります。 

※１．担保に供している資産とこれに対応する債務は次の

とおりであります。 

担保提供資産 担保提供資産 

営業貸付金 百万円302,003 営業貸付金 百万円220,122

対応する債務 対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 百万円35,598

長期借入金  73,665

計  109,263

１年内返済予定の長期借入金 百万円58,530

上記は、信託を利用した営業貸付金の流動化に係る

ものであります。 

上記は、信託を利用した営業貸付金の流動化に係る

ものであります。 

※２．営業貸付金 百万円は全て個人向け無担保貸

付金であります。 

861,517 ※２．営業貸付金 百万円は全て個人向け無担保貸

付金であります。 

589,477

３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利用限

度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことができ

る契約となっております。同契約に係る利用限度額

の融資未実行残高は、 百万円であります。

このうちには、当事業年度末に残高のない顧客に対

するものが 百万円含まれております。この

利用限度額については顧客の信用度合いにより当社

が任意に増減することができるものであり、融資未

実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシ

ュ・フローに重要な影響を与えるものではありませ

ん。 

391,516

204,127

３．営業貸付金については、貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社が与信した額（利用限

度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うことができ

る契約となっております。同契約に係る利用限度額

の融資未実行残高は、 百万円であります。

このうちには、当事業年度末に残高のない顧客に対

するものが 百万円含まれております。この

利用限度額については顧客の信用度合いにより当社

が任意に増減することができるものであり、融資未

実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシ

ュ・フローに重要な影響を与えるものではありませ

ん。 

380,576

182,826
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前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

当事業年度末 
（平成22年３月31日） 

※４．短期貸付金は、現先取引によるものであります。 

この取引による担保受入金融資産（有価証券）の当

事業年度末時価は 百万円であります。 49,992

※４．短期貸付金は、現先取引によるものであります。 

この取引による担保受入金融資産（有価証券）の当

事業年度末時価は 百万円であります。 19,989

※５．有形固定資産の減価償却累計額 百万円が控除

されております。 

26,786 ※５．有形固定資産の減価償却累計額 百万円が控除

されております。 

25,856

※６．不良債権の状況 ※６．不良債権の状況 

破綻先債権 百万円48 破綻先債権 百万円60

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破産債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権であります。 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破産債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権であります。 

延滞債権 百万円63,763 延滞債権 百万円74,635

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので

あります。 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなか

った貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので

あります。 

３か月以上延滞債権 百万円28,408 ３か月以上延滞債権 百万円23,997

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月

以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債

権に該当しないものであります。 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月

以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債

権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権 百万円※67,508 貸出条件緩和債権 百万円※25,965

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞

債権に該当しないものであります。 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸

付金で、破綻先債権、延滞債権及び３か月以上延滞

債権に該当しないものであります。 

※なお、 百万円の内には、延滞日数が０日か

ら30日までのものが 百万円含まれておりま

す。 

67,508

62,207

※なお、 百万円の内には、延滞日数が０日か

ら30日までのものが 百万円含まれておりま

す。 

25,965

23,482

７．配当制限 

借入金のうち 百万円及び社債のうち 百

万円には、財務制限条項がついており、特定の条項

に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し

借入金を一括返済、社債は一括償還することになっ

ております。当該条項のうち配当支払いに関するも

のは以下のとおりであります。（複数ある場合は、

条件の厳しい方を記載しております。） 

(1）連結自己資本が100,000百万円を下回った場合 

(2）連結自己資本比率が10％を下回った場合 

10,000 58,567

７．配当制限 

社債のうち 百万円には、財務制限条項がつい

ており、特定の条項に抵触した場合、社債は一括償

還することになっております。当該条項のうち配当

支払いに関するものは以下のとおりであります。

（複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しており

ます。） 

  

(1）       ―――――― 

(2）連結自己資本比率が10％を下回った場合 

52,462
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の

基準は次のとおりであります。 

１．金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の

基準は次のとおりであります。 

(1）営業収益として表示した金融収益 

関係会社に係る貸付金利息及び受取配当金、投資

有価証券受取配当金及び利息等を除くすべての金

融収益 

(1）営業収益として表示した金融収益 

同左 

(2）営業費用として表示した金融費用 

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を除く

すべての金融費用 

(2）営業費用として表示した金融費用 

同左 

２．       ―――――― ※２．固定資産売却益 

固定資産売却益は、駐車場等を売却したことによる

ものであり、その内訳は、土地等 百万円であり

ます。 

808

※３．減損損失 

閉鎖店舗等における電話加入権 百万円及び来期

閉鎖予定の資産 百万円を減損損失として計上して

おります。 

加えて、一部の賃貸不動産等について継続的な地価

の下落等があったため、当事業年度において帳簿価

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 百万円計上しております。     

211

72

102

※３．減損損失 

従来、当社においては、用途等に応じて事業用資産

については事業を基礎とし、賃貸不動産及び遊休資

産（投資不動産を含む）については、それぞれ個別

物件単位にグルーピングしております。 

当事業年度においては、資金調達の一環として一部

固定資産を譲渡する見込みとなったことから、当該

資産については、その用途等に係わらず物件単位に

グルーピングすることといたしました。 

賃貸不動産及び遊休資産については、それぞれ継続

的な地価の下落等により、また譲渡対象資産につい

ては、使用方法について回収可能価額を著しく低下

させる変化が生じたことにより、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額 百万円を減損

損失として計上いたしました。 

減損損失の主な内訳は、土地 百万円、建物

百万円、器具備品461百万円等であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、

正味売却価額は主として、売却入札金額（一部不動

産鑑定士による鑑定評価額を使用）から処分費用を

控除しております。 

（百万円）

なお、上記のうち譲渡対象資産にかかる減損損失額

は 百万円であります。 

6,958

5,275

1,007

用途 種類 場所 減損損失額

事業用資産
土地、 

建物等 

埼玉県、 

東京都 他 
 2,258

賃貸不動産
土地、 

建物等 

東京都、 

北海道 他 
 4,220

遊休資産 
土地、 

建物等 

東京都、神

奈川県 他 
 481

合 計  6,958

5,249
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前事業年度（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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,729千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,729千株

及び単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少3,000千株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものでありま

す。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

該当事項はありません。 

  

前事業年度末（平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度末（平成22年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式38,233百万円、関連会社株式1,204百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※４．店舗閉鎖損失 

店舗閉鎖及び支社等の組織改編に関する意思決定を

行ったことにより、当事業年度における閉鎖等の実

施額 百万円及び来期の閉鎖費用 百万円を店

舗閉鎖損失として計上しております。 

1,605 291

※４．店舗閉鎖損失 

店舗閉鎖及び支社等の組織改編に関する意思決定を

行ったことにより、当事業年度における閉鎖等の実

施額 百万円及び来期の閉鎖費用 百万円を店舗

閉鎖損失として計上しております。 

616 988

※５．確約融資枠契約解消損 

真正譲渡方式での確約融資枠契約を解消し、期日前

返済を行ったことによる損失であります。 

 ５．       ―――――― 

          ―――――― 

  

※６．債権売却損 

   当社が保有する債権の一部を売却したことによる損

失であります。 

          ―――――― 

  

※７．債権売却損失引当金繰入額    

   当社が保有する債権の一部売却に係る損失発生見込

額であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式数

（千株） 
当事業年度減少株式数 

（千株） 
当事業年度末株式数

（千株） 

普通株式（注）  9,647  2,729  3,000  9,375

合計  9,647  2,729  3,000  9,375

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式数

（千株） 
当事業年度減少株式数 

（千株） 
当事業年度末株式数

（千株） 

普通株式（注）  9,375  0  －  9,375

合計  9,375  0  －  9,375

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

当事業年度末 
（平成22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 

流動資産－繰延税金資産 

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 

流動資産－繰延税金資産 

営業貸付金 百万円7,467

未収営業貸付金利息  1,996

貸倒引当金  12,966

賞与引当金  258

その他  424

小計  23,110

評価性引当額  △23,110

計  －

営業貸付金 百万円9,493

未収営業貸付金利息  1,312

貸倒引当金  654

賞与引当金  152

債権売却損失引当金  4,567

その他  674

小計  16,852

評価性引当額  △16,852

計  －

固定資産－繰延税金資産 固定資産－繰延税金資産 

有形固定資産 百万円7,992

投資有価証券  235

その他有価証券評価差額金  624

関係会社株式  14,323

利息返還損失引当金  163,360

退職給付引当金  1,460

繰越欠損金  109,589

その他  12,579

小計  310,162

評価性引当額  △310,162

計  －

有形固定資産 百万円7,383

投資有価証券  138

その他有価証券評価差額金  181

関係会社株式  14,323

利息返還損失引当金  110,546

退職給付引当金  1,569

繰越欠損金  165,774

その他  12,918

小計  312,832

評価性引当額  △312,832

計  －

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要な項目別の内訳 

税引前当期純損失であるため記載を省略しておりま

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要な項目別の内訳 

  法定実効税率               40.5％

 （調整） 

評価性引当額の増減 △41.1

住民税均等割  1.7

その他  0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  1.8

（企業結合等関係）
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（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

役員の異動 

役員の異動につきましては、内容が定まった時点で発表いたします。   

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１

株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円1,071.14

１株当たり当期純損失金額 円1,885.90

１株当たり純資産額 円1,100.54

１株当たり当期純利益金額 円56.29

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円50.47

 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △256,933  7,595

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利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 △256,933  7,595

普通株式の期中平均株式数（千株）  136,239  134,920

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  557

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （ ）－ （ ）557

普通株式増加数（千株）  －  26,599

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

期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成19年11月８日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 470,300

平成19年11月８日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 408,900

  2018年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債

（発行総額 百万円） 

株 

70,000

29,761,904

平成20年７月18日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 24,900

  平成20年７月18日開催の取

締役会決議による新株予約

権方式によるストック・オ

プション 

株 24,900

  

（重要な後発事象）

７．その他

- 64 -

㈱武富士 （8564） 平成22年３月期　決算短信



  

(1)営業収益の内訳 

（注）１．その他の金融収益の「その他」は、主に金利スワップ受取利息等であります。 

２．その他の営業収益の「その他」は、主に受取手数料等であります。 

  

(2)その他の指標 

８．営業の実績 （個別）

種類別 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日）

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

増  減 

金額 

（百万円） 

構成割合 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成割合 

（％） 

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

営業貸付

金利息 
無担保ローン  178,337  96.2  113,581  95.1  △64,756  △36.3

総合あっ

せん収益 
クレジットカード  69  0.0  57  0.0  △12  △17.0

その他の

金融収益 

預金利息  427  0.2  51  0.0  △376  △88.0

貸付金利息  329  0.2  36  0.0  △293  △89.1

その他  1,822  1.0  697  0.7  △1,125  △61.7

小計  2,578  1.4  784  0.7  △1,794  △69.6

その他の

営業収益 

償却債権及び同利

息回収額 
 3,235  1.8  3,750  3.1  515  15.9

不動産賃貸収入  993  0.5  893  0.8  △100  △10.0

その他  232  0.1  338  0.3  106  45.7

小計  4,459  2.4  4,981  4.2  522  11.7

合計  185,443  100.0  119,403  100.0  △66,040  △35.6

区分  
前事業年度末 

（平成21年３月31日）

当事業年度末 

（平成22年３月31日）

   

増減 増減率 ％ 

営業貸付金残高（百万円）   861,517   589,477  △272,040 △31.6

  無担保ローン  861,517   589,477  △272,040 △31.6

  担保ローン － －  － －

割賦売掛金残高（百万円）  465   312  △153 △33.0

口座数（口）  1,480,683   1,078,517  △402,166 △27.2

  無担保ローン  1,480,683   1,078,517  △402,166 △27.2

  担保ローン － －  － －

クレジットカード会員数（人）  275,684   251,436  △24,248 △8.8

店舗数（店）  1,051  786  △265 △25.2

  有人店舗（店）  210  140  △70 △33.3

  無人店舗（店）  840  645  △195 △23.2

  インターネット店舗（店）  1  1  － －

自動契約機台数（台）  1,051  786  △265 △25.2

ＣＤ・ＡＴＭ台数（台）  54,904 57,940  3,036 5.5

  自社設置分（台）  1,161  873  △288 △24.8

  提携分（台）  53,743  57,067  3,324 6.2

従業員数（人）  2,415  2,103  △312 △12.9

貸倒償却額（百万円）  144,404  57,186  △87,218 △60.4

利息返還額（元本毀損分） 

（百万円） 
 67,531  43,875  △23,656 △35.0

貸倒引当金残高（百万円）  96,994  60,658  △36,336 △37.5
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