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当連結会計年度（2001年3月31日終了の事業年度）のわが国経済

は、アメリカ経済の減速の影響から、経済全体の先行き不透明感が強

まりました。その影響が雇用情勢、個人所得にも及び依然として厳し

い環境が続きました。また、当プロミスグループの主力事業でありま

す個人向け金融サービス市場における競争は、ますます熾烈を極める

状況にあります。その一方では、IT技術の高度化によるインターネッ

トや携帯電話の急速な普及に伴うeコマースの浸透、あるいは大型企

業の合併や業種業態を超えた戦略的企業提携による新たな事業創出

の動きなど、将来のマーケット構造を大きく変化させる可能性がある

動きも見られました。

このような変化の激しい環境にも的確に対応すべく、当プロミスグ

ループは、グループ企業の整理・統合を進め、主力の消費者金融事業

の強みをよりいっそう発揮できるグループ体制を整え、グループ全体

の経営資源の効率化を推進し、高い質を伴った強固な経営基盤づくり

をめざして事業を展開してまいりました。

その結果、当期の連結業績は、親会社を中心としたグループ全体の

順調な伸長に加えて、新規連結子会社の業績が加わったことも寄与し、

営業収益は前期比19.6 ％増の359,641百万円、営業利益は

20.2％増の127,418百万円、当期純利益は10.7％増の64,845

百万円とそれぞれ増収・増益となりました。

当期末の連結ベースの現金及び現金同等物は、前期末比27,361

百万円減の103,968百万円となりました。これは、税金等調整前当

期純利益は高水準であったものの、主として営業貸付金の増加および

資金調達の減少などによるものです。なお、親会社の株主配当金につ

きましては、好業績を勘案し、株主の皆さまへの利益還元を中心とす

る基本方針に従い、中間配当を含め1株当たり年間10円増配の90

円とさせていただきました。これにより、株式公開以来、7期連続の

増配を達成したことになります。

営業成績

当期の連結営業収益は前期比19.6 ％、58,917百万円増加し

359,641百万円となりました。これは、主として営業貸付金が前期

比22.4％増の1,418,656百万円に達したことに伴い、営業貸付金

利息が20.6％、56,078百万円増加し、327,821百万円となった

ことによるものです。営業貸付金残高の増加は、親会社プロミスの順

調な伸長に加えて、当期より新たに連結子会社となりましたリッチ株

式会社、株式会社シンコウおよび東和商事株式会社3社の貸付金残高

が加わったことも増加に寄与しています。ただし、営業貸付金利息の

うち、東和商事株式会社のそれは、同社の株式追加取得のみなし取得

日が当連結会計年度末であるため、本営業収益には反映されておりま

せん。なお、グループ全体の当期の平均約定金利は、25.48％と前期

比0.11ポイント上昇しておりますが、これは主として新規連結子会社

の約定金利がやや高めであることによるものです。

その他の営業収益は、償却債権および同利息回収額の増加を中心

に、26.3％、3,997百万円増の19,199百万円となりました。

なお、商品売上高につきましては、海外子会社の自動車販売の落ち

込みなどにより、12,621百万円で微減となりました。連結営業収益

に占める金融事業収益の割合は、前述しました新規連結の影響もあり

95.3％と0.8ポイント上昇しました。

プロミスグループの営業収益は、過去6年間で平均12.3％の記録

的な伸長を達成いたしました。

当期の連結営業費用は 19.3 ％、37,526 百万円増加し、

232,223百万円となりましたが、増収率をやや下回る伸びにとどめ

ることができました。費用の主軸を占めます一般管理費は17.2％、

20,334百万円増の138,407百万円となりましたが、営業戦略的

な広告宣伝費やその他の政策費を除き、一般経費につきましては、グ

ループ全体を通じて極力効率的使用と節減に努めました。

増加の大部分は、前述しました新規連結子会社の既存経費が加わっ

たことによるものです。

一般管理費の主要費目別では、広告宣伝費が主として親会社の「黄

色い看板」を訴求するテレビコマーシャルや新聞広告を積極的に投入

したことなどにより前期比45.1％、8,084百万円増の25,998百

万円となり、費用の18.7％を占めました。また従業員給与および賞

与は、主として新規連結子会社の人件費が加わったことにより前期比

14.8％、3,862百万円増の30,045百万円となり、費用の21.7％

を占めました。賃借料も新規連結子会社の既存店舗や機器の賃借料が

財務分析
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加わったことにより7.3％、906百万円増の13,264百万円となり、

費用の9.6％を占めました。

その他費用のうち、主なものとして、支払手数料は、コンピュータ

システム開発関連および顧客情報照会料で7.5％、977百万円増の

14,062百万円となり、費用の10.2％を占めました。そのほか、当

期の特徴的な費用増加として、退職給付費用が100.6％、2,026百

万円増加し4,039百万円が計上され、費用の2.9％を占めました。

これは主として、新退職給付会計の導入に関連した退職給付費用の積

み増しによるものです。

貸倒損失・貸倒引当金繰入額は39.6％、15,838百万円増の

55,990百万円を計上いたしました。これは、自己破産の増加傾向や

新規連結子会社の実態等を踏まえて、資産良質化の観点から手厚く積

み増したことによるものです。

支払利息が大部分を占める金融費用は、26,714 百万円と

11.6％、2,782百万円の増加にとどまりました。営業貸付金の大幅

な増加を背景に有利子負債がかなり増加したにもかかわらず、支払利

息が小幅な増加にとどまったのは、主として次の理由によるものです。

社債を含む借入総額の97.0％を占める長期負債の平均金利は、前期

の2.534％から当期は2.305％に低下しました。平均金利低下の

要因としては、高金利資金の借換え、資本市場からの直接調達の拡大、

長期資金の増加があげられます。2001年3月末での借入総額にお

ける固定金利調達の比率は、前期の81.9％から当期は83.4％に達

しました。現在の市中金利を考慮した場合、固定金利借入れの増加は、

将来の市中金利上昇に備えた金利負担軽減策と考えています。

台湾の子会社における自動車を中心とする商品売上原価は、減収に

比例して9.0％減少し11,112百万円となりました。

以上の結果、営業利益は前期比20.2％、21,391百万円増の

127,418百万円と顕著な伸長を示し、営業利益率は35.4％と0.1

ポイント上昇しました。

その他の費用純額は、17,200百万円増の20,026百万円となり

ました。これは損失増加要因として、子会社パルコーポレーションへ

賃貸用不動産物件を一括譲渡したため有形固定資産除売却損が、土

地・建物の売却損を中心に16,067百万円増の18,242百万円発生

しました。

その他の項目では、利益減少要因としては持分法適用関連会社の持

分損失3,154百万円、ゴルフ会員権の評価損1,110百万円、匿名組

合清算益2,094百万円の減少などがあげられます。

他方、利益増加要因としては、匿名組合出資利益が869百万円増

の1,862百万円、投資有価証券売却益が1,422百万円増の1,956

百万円、非連結子会社の清算益639百万円、および退職給付の会計

基準変更に伴う一括費用処理による減少1,454百万円などがあげら

れます。

以上により、税金等調整前当期純利益は前期比4.1％、4,191百

万円増の107,392百万円となりました。当期純利益は、64,845百

万円と10.7％、6,273百万円の増益となりました。前二者の増益率

の差は、当期において子会社株式評価損の認容があったため、税効果

会計適用後の法人税等負担率が前期の42.8％から当期は39.6％に

低下したことによるものです。

1株当たり当期純利益は、前期比38.10円増の525.02円、株主

資本当期純利益率（ROE）は13.57％となりました。

財政状態

当期末の連結総資産は 13 .6 ％、201 ,545 百万円増加して

1,679,394百万円に達しました。これは、前述しました理由により

消費者金融事業において営業貸付金が22.4％、259,403百万円の

大幅な増加を示し、1,418,656百万円になったことが資産増の主因

となっています。貸倒引当金は、営業貸付金の増加に伴い、新規連結

子会社の実態等を踏まえて、良質な資産形成の観点から手厚く積み増

したことにより、38.1％、16,938百万円増の61,349百万円を計

上いたしました。

他方、現金及び現金同等物は、27,361百万円減少し、103,968

百万円となりました。これは、営業貸付金の増大に伴う資金需要に対

し、資金調達を小幅にとどめ、手許資金の一部をこれに充当したこと

によるものです。この理由には、コミットメントファシリティ（特定融資

枠）を積極的に設定するなどの調達スキームにより、資金の流動性確

保と機動的および効率的運営が可能となったことがあげられます。

QX/Prom ise A R (J) 前半0816  01.9.10 2:57 PM   ページ 23



24

24 PROMISE

（％） 

0

10

20

30

40

0100999897

（3月31日に終了した会計年度） 

ROE ROA

（％） 

0

1

2

3

4

5

6

0100999897

（3月31日に終了した会計年度） 

株主資本・株主資本比率

（億円） （％） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

10

20

30

40

株主資本 株主資本比率 

0100999897

（3月31日に終了した会計年度） 

以上により、流動資産は 210 ,204 百万円、15 .5 ％増の

1,565,165百万円となりました。投資その他の資産は、54,644百

万円と6,356百万円増加しました。これは主として、当期において株

式を追加取得した連結子会社の営業権（連結調整勘定）6,158百万円

を計上したことによるものです。

有形固定資産は、15,553百万円減少し44,354百万円となりま

した。連結対象会社であるパルコーポレーションへ賃貸用不動産物件

を一括譲渡したことにより売却損が発生したためであり、この結果土

地が売却により15,414百万円減少しています。

一方、負債総額は、122,132百万円増加して1,161,890百万円

となりました。このうち、社債を含む長短有利子負債は、123,676

百万円増の1,094,274百万円となっています。キャッシュ・フロー

上では、当期の調達・返済を通じた純増額は28,421百万円ですので、

残余はおおむね新規連結子会社（3社）の既存債務が加わったことに

よる増加です。一方、買掛債務およびその他の負債は、1,544百万円

減の67,616百万円でした。

他方、株主資本は、79,413百万円増加して517,504百万円とな

りました。このうち、資本金および資本準備金は、リッチ株式会社およ

び東和商事株式会社を完全子会社とするため、商法の規定に基づく

「簡易株式交換制度」により親会社の株式を発行しましたので、資本金

が156百万円、資本準備金が23,792百万円それぞれ増加しており

ます。連結剰余金は、当期利益を中心とした内部留保の増加により

54,166百万円増の384,668百万円となりました。その他の項目

では、金融商品会計の基準変更に伴う有価証券の評価差額4,518百

万円が、資本直入法により当期新たに計上されています。また、ストッ

クオプション制度の採用に伴う自己株式の取得2,921百万円が、株

主資本から控除されています。以上の結果、株主資本比率は、

29.6％から30.8％と1.2ポイント上昇してさらに厚みを増し、消費

者金融の業態では高水準を維持しております。

貸倒償却

当期の貸倒償却額は無担保および有担保ローンを含め、前期比

14,701百万円増の48,789百万円となりました。期末営業貸付金

残高に対する貸倒償却率は、自己破産件数の増加ならびに当期新たに

連結したリッチ株式会社、株式会社シンコウの貸倒償却額が加わった

ことにより、前期の2.94％から3.44％と0.5ポイント上昇しまし

た。2000年の自己破産件数が13.5％増であったのに対し、当社の

厳正な与信審査と的確な債権管理により、貸倒償却の増加は引き続き

最小限に抑えられています。

資金調達

当期も、当社の高い信用格付けを利用したコマーシャル・ペーパーや

無担保普通社債の発行および金利キャップ取引、金利スワップ取引な

どさまざまな金融商品を活用することにより、資金調達の多様化を推

進してきました。特に、当期は親会社で6件（第16回～第21回）、

ジーシー株式会社で1件（第1回）の無担保普通社債を発行し、総額

72,000百万円の資金を調達しました。過去7年間で当社は、株式発

行以外の直接金融による資金調達比率を親会社で0％から26.8％

まで高めましたが、これを今後30％程度まで引き上げる予定です。

この戦略は、1999年5月に施行された「ノンバンク社債法」と密接

に関係しています。この法律により、一定以上の規模を持つ消費者金

融会社は、営業貸付金を目的とした資金を社債やコマーシャル・ペー

パーの発行による方法を利用して資本市場から直接調達できるように

なりました。

期末時点での株主資本を除いた総資金調達額は、前期比12.7％増

の1,094,274百万円となっています。このうち、固定金利による資

金調達は、前期比1.5％上昇し83.4％に達しました。これは、安定

した資金調達かつ金利上昇の可能性に備えたリスクヘッジとして、長

期固定金利による資金調達高を増やしていくという当社の財務方針を

反映させたものです。また、変動金利の調達方法においては、将来の

市中金利の上昇が金利負担に及ぼす影響を回避するため、金利キャップ

取引により変動金利調達の一部の支払利息増加に一定の上限を設け

るとともに、金利スワップ取引により変動金利調達の一部調達コスト

を固定化する取引を行っています。当社では、金利キャップおよび金

利スワップの契約残高として、160,600百万円あります。
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キャッシュ・フロー分析

当期末の連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、

27,361百万円減少し、103,968百万円となりました。これは、主

として営業貸付金残高の増加および手許資金の充当による資金調達

の減少によるものですが、財政状態の項で記述しました資金の流動性

確保と機動的および効率的運営を目的とした財務方針に基づいてい

ます。したがいまして、この水準は当社が営業活動を遂行する上で十

分な流動性を維持していると判断しております。

営業活動によるキャッシュ・フローとして、営業活動による正味の資

金支出は、35,068百万円減の31,562百万円となりました。この

うち、税金等調整前当期純利益107,392百万円に、減価償却費や貸

倒引当金繰入額、有形固定資産除売却損などの非資金収支項目を加減

し、支払法人税等を控除した資金収入は、25,850 百万円増の

97,200百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が引

き続き高水準であったことに加えて、非資金支出項目のうち、有形固

定資産除売却損が18,242百万円と多額であったことなどによるも

のです。

一方、営業資産・負債およびその他の資産・負債の資金負担は、

128,762百万円と9,218百万円の微減となりました。この減少は、

主力の消費者金融事業の融資における営業貸付金残高は順調に伸長

し、2,802百万円増の136,769百万円の支出となりましたが、従来

の割賦債権のうちの流動化債権が金融商品会計の基準変更により、売

買取引として処理されることになり、割賦売掛金に含まれないことと

なったため減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローとして、投資活動による正味の資

金支出は前期比10,517百万円減の9,735百万円にとどまりまし

た。支出面では、有形固定資産の取得に前期比3,560百万円減の

6,902百万円が投じられました。また、完全子会社化のための株式取

得に3,798百万円が支出されました。

一方、収入面では、前述の2社を完全子会社とするため商法の「簡

易株式交換制度」により、子会社資金の受入額6,195百万円がありま

した。そのほか、投資有価証券は、取得・売却を通じて、前期が

3,861百万円の支出であったのに対し、当期は2,033百万円の収入

となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローとして、財務活動による正味の資

金収入は、前期比40,047百万円減の15,080百万円でした。これ

は、長短借入金は調達・返済を通じて、前期に引き続き43,126百万

円と返済基調に推移したほか、無担保普通社債の発行による資金収入

が前期の9件124,257百万円に対し、当期は7件71,547百万円

にとどまったことによるものです。このほか、株主配当金に10,421

百万円、ストックオプション制度による自己株式の取得に2,920百万

円が支出されました。

設備投資

当期実施した当社グループの設備投資は、総額6,902百万円でした。

その主なものは、金融事業における店舗および自動契約機の新設・移

転ならびにIT投資などです。

期末時点での店舗数合計は1,755店で、その内訳は有人店舗637

店、無人店舗1,118店です。また、自動契約機数は1,645台、ATM

数は2,101台、CD数は81台となりました。上記の店舗数および諸

機器数には、新規連結子会社の数が含まれています。2002年3月期

の店舗に関する設備投資額は、拠点設置の一巡もあって、グループ全

体で2,929百万円と比較的小幅な投資を見積もっており、自動契約

コーナーの設置や店舗新設等を中心とした投資を進める計画です。

配当政策

当社は従来より、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして

認識してまいりました。その実績は東京証券取引所から高い評価を得、

消費者金融会社として数度にわたり同所から表彰を受けております。

当期末の株主配当金につきましては、業績の好調な進展を勘案し、1

株につき45円といたします。これにより、すでにお支払い済みの中

間配当金45円を含めました年間配当金は90円で、前期比10円の

増配となり、株式公開以来7期連続の増配を達成いたしました。

この結果、当期の配当性向は 17.56 ％、株主資本利益率は

13.64％、株主資本配当率は2.22％となります。
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