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単位：百万円

2002 2001 2000 1999 1998 1997

営業成績：

営業貸付金利息.................................................... ¥   362,760 ¥ 327,821 ¥ 271,743 ¥ 244,570 ¥ 224,079 ¥ 201,026

その他の営業収益 ................................................ 19,449 19,199 15,202 11,513 9,961 9,149

営業収益合計 ....................................................... 394,495 359,641 300,724 271,054 253,086 225,009

金融費用.............................................................. 24,868 26,714 23,932 23,108 23,752 25,201

一般管理費 .......................................................... 147,493 138,407 118,073 106,914 95,204 85,570

貸倒損失・貸倒引当金繰入額 ............................... 96,996 55,990 40,483 40,764 28,751 22,379

営業費用合計 ....................................................... 279,977 232,223 194,697 183,700 164,692 146,186

営業利益.............................................................. 114,518 127,418 106,027 87,354 88,394 78,823

税金等調整前当期純利益 ...................................... 112,308 107,392 103,201 84,561 83,852 75,152

当期純利益 .......................................................... 62,941 64,845 58,572 40,632 38,941 35,124

財務状況：

営業貸付金 .......................................................... ¥1,543,288 ¥1,418,656 ¥1,159,253 ¥1,025,452 ¥ 913,564 ¥ 821,857

貸倒引当金 .......................................................... 87,213 61,349 44,411 39,112 30,244 25,016

流動資産合計 ....................................................... 1,703,180 1,565,165 1,354,961 1,234,842 1,095,008 954,833

投資その他の資産合計 ......................................... 70,304 54,644 48,288 38,897 32,663 34,324

有形固定資産、純額 ............................................. 45,371 44,354 59,907 61,042 60,131 59,004

賃借差入保証金.................................................... 14,922 15,231 13,166 13,509 13,247 11,712

総資産 ................................................................. 1,833,777 1,679,394 1,477,849 1,350,496 1,201,075 1,059,873

短期借入金及び1年内返済予定長期借入金........... 265,958 305,114 287,781 316,953 294,515 252,041

流動負債合計 ....................................................... 340,165 354,540 339,370 365,035 341,826 300,834

長期借入金 .......................................................... 898,915 789,160 682,817 599,635 568,666 500,550

固定負債合計 ....................................................... 918,746 807,350 700,388 616,849 586,195 519,403

総資本 ................................................................. 574,866 517,504 438,091 364,315 268,868 235,300

その他の財務データ：

減価償却費 .......................................................... 8,611 9,266 9,547 8,523 7,779 6,183

連単倍率（営業収益）............................................. 1.24 1.22 1.13 1.13 1.14 1.13

連単倍率（当期純利益）......................................... 1.02 1.02 1.02 1.01 1.00 1.01

ROE（％）............................................................. 11.52 13.57 14.59 12.83 15.44 15.90

ROA（％）............................................................. 3.58 4.10 4.14 3.18 3.44 3.49

1株当たり金額（円）：

当期純利益（希薄化前）......................................... ¥     504.78 ¥ 525.02 ¥ 486.92 ¥ 346.59 ¥ 359.31 ¥ 324.08

配当金 ................................................................. 100.00 90.00 80.00 65.00 63.00 60.00
1．損益計算書の税引前利益は、1997年までは、連結調整勘定償却について税引前利益の調整として計算していましたが、連結財務諸表規則の改正により、1998年度よりその
他の収益(費用)区分に含めて記載しています。なお、1997年度141百万円、1996年度142百万円を計上していますが遡及修正していません。

2．貸借対照表の固定負債合計は、1997年までは、連結調整勘定について負債の独立科目として表示していましたが、連結財務諸表規則の改正により、1998年度より固定負債
に含めて表示しています。なお、1997年度97百万円、1996年度239百万円を計上していますが遡及修正していません。

3．キャッシュ・フロ－計算書の減価償却費には、新株発行費償却は含めていません。

4．１株当たり当期純利益は、国際会計基準であるAPB15により株式分割等を遡及修正しています。

6年間の主要財務データ（連結決算）
プロミス株式会社及び連結子会社
3月31日を以て終了した会計年度
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単位：百万円

2002 2001 2000 1999 1998 1997

営業成績：

営業貸付金利息 ..................................................... ¥   306,847 ¥ 282,664 ¥ 256,414 ¥ 230,583 ¥ 212,314 ¥ 191,401

その他の営業収益 .................................................. 9,400 10,110 8,585 7,740 8,016 7,496

営業収益合計......................................................... 316,247 292,774 264,999 238,323 220,330 198,897

金融費用................................................................ 21,179 22,069 21,298 20,882 22,064 23,673

一般管理費 ............................................................ 114,276 110,700 106,496 96,853 86,529 78,005

貸倒損失・貸倒引当金繰入額 ................................. 76,627 43,827 34,866 35,874 25,597 20,305

営業費用合計......................................................... 212,082 176,596 162,660 153,609 134,190 121,983

営業利益................................................................ 104,165 116,178 102,339 84,714 86,140 76,914

税金等調整前当期純利益 ........................................ 106,423 101,853 100,303 82,971 82,423 73,876

当期純利益 ............................................................ 61,250 63,521 57,238 40,175 38,668 34,690

財務状況：

営業貸付金 ............................................................ ¥1,324,663 ¥1,228,026 ¥1,100,546 ¥ 976,614 ¥ 866,634 ¥ 784,201 

貸倒引当金 ............................................................ 68,000 46,500 39,110 35,170 27,790 23,750

流動資産合計......................................................... 1,529,481 1,381,819 1,228,030 1,132,240 1,005,394 883,571

投資その他の資産合計 ........................................... 98,302 77,582 54,522 42,269 35,895 37,455

有形固定資産、純額............................................... 30,305 31,886 58,220 59,496 58,323 57,877

賃借差入保証金 ..................................................... 12,393 12,632 12,344 12,491 12,273 10,767

総資産 ................................................................... 1,670,481 1,503,919 1,354,079 1,248,422 1,111,885 989,670

短期借入金及び1年内返済予定長期借入金............. 221,217 245,107 231,414 267,924 258,198 226,975

流動負債合計......................................................... 279,035 279,881 269,247 305,872 295,195 260,411

長期借入金 ............................................................ 821,402 707,247 638,262 566,124 534,275 479,137

固定負債合計......................................................... 838,557 722,706 654,575 583,236 551,674 497,900

株主資本................................................................ 552,889 501,332 430,257 359,314 265,016 231,359

その他の財務データ：

貸倒償却額 ............................................................ 55,126 36,437 29,815 27,644 21,556 17,405

ROE（％）............................................................... 11.62 13.63 14.50 12.87 15.58 15.98

ROA（％）.............................................................. 3.85 4.44 4.40 3.40 3.68 3.68

1株当たり金額（円）：

当期純利益（希薄化前）........................................... ¥     491.09 ¥ 513.24 ¥ 475.84 ¥ 342.69 ¥ 356.78 ¥ 320.08

株主資本................................................................ 4,401.48 4,019.80 3,538.37 3,003.91 2,439.95 2,348.15

配当性向................................................................ 20.40 17.55 16.91 19.35 16.91 17.04

1株当たり当期純利益は、国際会計基準であるAPB15により株式分割等を遡及修正しています。

6年間の主要財務データ（単独決算）
プロミス株式会社
3月31日を以て終了した会計年度
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単位：千米ドル
単位：百万円 （注3）

2002 2001 2002

資産の部

流動資産：

現金及び現金同等物（注4）............................................................................................ ¥   124,390 ¥ 103,968 $ 933,505

定期預金（注12）........................................................................................................... 7,344 9,572 55,114

売掛債権及び営業貸付金：

受取手形及び売掛金（注5、12）.................................................................................. 53,654 52,293 402,660

営業貸付金（注6、12)：

元金 ....................................................................................................................... 1,543,288 1,418,656 11,581,901

未収利息................................................................................................................. 15,734 13,259 118,075

控除：貸倒引当金（注7）............................................................................................. (86,667) (61,138) (650,410)

........................................................................................................................................ 1,526,009 1,423,070 11,452,226

前払費用 ....................................................................................................................... 3,099 3,221 23,257

繰延税金資産（注19）.................................................................................................... 31,329 16,789 235,113

その他の流動資産.......................................................................................................... 11,009 8,545 82,620

流動資産合計 ...................................................................................................... 1,703,180 1,565,165 12,781,835

投資その他の資産：

投資有価証券（注8、12）............................................................................................... 24,299 18,661 182,358

非連結子会社及び関連会社に対する投資及び貸付金 ....................................................... 7,805 6,059 58,575

出資金........................................................................................................................... 2,507 3,419 18,816

長期前払費用................................................................................................................. 1,059 1,614 7,951

連結調整勘定................................................................................................................. 6,557 6,158 49,205

繰延税金資産（注19）.................................................................................................... 4,999 1,563 37,516

その他の投資................................................................................................................. 23,624 17,381 177,285

控除：貸倒引当金（注7）................................................................................................ (546) (211) (4,097)

投資その他の資産合計 ......................................................................................... 70,304 54,644 527,609

有形固定資産、純額（注10、12）..................................................................................... 45,371 44,354 340,493

賃借差入保証金（注11）.................................................................................................... 14,922 15,231 111,991

資産合計 ............................................................................................................. ¥1,833,777 ¥1,679,394 $13,761,928

添付の注記は当財務諸表の不可欠な一部である。

連結貸借対照表
プロミス株式会社及び連結子会社
2002年及び2001年3月31日現在
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単位：千米ドル
単位：百万円 （注3）

2002 2001 2002

負債及び資本の部

流動負債：

短期借入金（注12）........................................................................................................ ¥     21,732 ¥ 32,609 $ 163,089

1年内返済予定長期債務（注12）................................................................................... 244,226 272,505 1,832,837

買掛債務：

買掛金 ....................................................................................................................... 3,364 1,145 25,247

その他 ....................................................................................................................... 9,404 9,456 70,571

........................................................................................................................................ 12,768 10,601 95,818

未払法人税等（注19）.................................................................................................... 42,544 20,496 319,277

未払費用 ....................................................................................................................... 7,720 8,423 57,938

その他の流動負債.......................................................................................................... 11,175 9,906 83,872

流動負債合計 ...................................................................................................... 340,165 354,540 2,552,831

固定負債：

長期債務（注12）........................................................................................................... 898,915 789,160 6,746,082

長期未払金 .................................................................................................................... 2,770 3,576 20,785

退職給付引当金（注13）................................................................................................. 15,073 12,951 113,119

その他の固定負債.......................................................................................................... 1,988 1,663 14,916

固定負債合計 ...................................................................................................... 918,746 807,350 6,894,902

契約債務（注6、12、14）

資本の部（注15）：

資本金：

授権株式数―300,000,000株

発行済株式数：2002年3月31日―125,966,665株 ............................................. 49,054 — 368,133

2001年3月31日―124,715,592株 ............................................. — 49,054 —

資本準備金 .................................................................................................................... 92,288 82,484 692,589

連結剰余金. ................................................................................................................... 436,003 384,668 3,272,072

その他有価証券評価差額金 ............................................................................................ 1,058 4,518 7,938

為替換算調整勘定. ......................................................................................................... 172 (299) 1,295

控除：自己株式

（2002年に468,286株、2001年に351,003株）.................................................. (3,709) (2,921) (27,832)

資本合計 ............................................................................................................. 574,866 517,504 4,314,195

負債及び資本合計................................................................................................ ¥1,833,777 ¥1,679,394 $13,761,928

33



単位：千米ドル
単位：百万円 （注3）

2002 2001 2002

営業収益：

営業貸付金利息 ..................................................................................................................... ¥362,760 ¥327,821 $2,722,405

商品売上高 ............................................................................................................................ 12,286 12,621 92,205

その他の営業収益（注16）..................................................................................................... 19,449 19,199 145,955

営業収益合計 .................................................................................................................. 394,495 359,641 2,960,565

営業費用：

金融費用（注17）................................................................................................................... 24,868 26,714 186,628

商品売上原価......................................................................................................................... 10,620 11,112 79,700

一般管理費（注18）................................................................................................................ 147,493 138,407 1,106,895

貸倒損失・貸倒引当金繰入額（注7）....................................................................................... 96,996 55,990 727,924

営業費用合計 .................................................................................................................. 279,977 232,223 2,101,147

営業利益......................................................................................................................... 114,518 127,418 859,418

その他の収益（費用）：

受取利息及び受取配当金........................................................................................................ 279 335 2,097

繰延資産償却額 ..................................................................................................................... — (963) —

支払利息 ............................................................................................................................... (498) (498) (3,735)

匿名組合出資利益 .................................................................................................................. 1,093 1,862 8,200

投資有価証券売却益 .............................................................................................................. 1,846 1,956 13,854

有形固定資産除売却損 ........................................................................................................... (1,049) (18,242) (7,871)

過年度退職給与引当金繰入額 ................................................................................................. — (709) —

持分法による投資損失 ........................................................................................................... (3,164) (3,154) (23,741)

関係会社清算益 ..................................................................................................................... — 639 —

会員権評価損......................................................................................................................... (217) (1,110) (1,632)

その他、純額......................................................................................................................... (500) (142) (3,756)

その他の費用合計、純額 ................................................................................................. (2,210) (20,026) (16,584)

税金等調整前当期純利益 ................................................................................................. 112,308 107,392 842,834

法人税等（注19）：

法人税、住民税及び事業税 .................................................................................................... 64,461 42,888 483,760

法人税等調整額 ..................................................................................................................... (15,094) (341) (113,281)

当期純利益 ..................................................................................................................... ¥  62,941 ¥ 64,845 $ 472,355

単位：米ドル
単位：円 （注3）

1株当たり金額：

当期純利益

希薄化前 ............................................................................................................................ ¥  504.78 ¥ 525.02 $ 3.79

希薄化後 ............................................................................................................................ 503.23 — 3.78

配当金................................................................................................................................... 100.00 90.00 0.75

加重平均株式数（千株）

希薄化前 ............................................................................................................................... 124,691 123,510

希薄化後 ............................................................................................................................... 125,075 —

添付の注記は当財務諸表の不可欠な一部である。

連結損益計算書
プロミス株式会社及び連結子会社
2002年3月31日及び2001年3月31日を以て終了した会計年度
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単位：百万円

その他有価証券 為替換算
株式数 資本金 資本準備金 連結剰余金 評価差額金 調整勘定 自己株式

2000年3月31日現在残高........................... 121,597,202 ¥48,898 ¥58,692 ¥330,502 ¥ — ¥ — ¥ (1)

当期純利益 .................................................... — — — 64,845 — — —

配当金 ........................................................... — — — (10,421) — — —

取締役及び監査役賞与 ................................... — — — (258) — — —

株式交換による新株発行 ................................ 3,118,390 156 13,544 — — — —

その他有価証券の時価評価、税効果調整後..... — — — — 4,518 — —

株式交換調整額 ............................................. — — 10,248 — — — —

為替換算調整 ................................................. — — — — — (299) —

自己株式の増加 ............................................. — — — — — — (2,920)

2001年3月31日現在残高........................... 124,715,592 ¥49,054 ¥82,484 ¥384,668 ¥4,518 ¥(299) ¥(2,921)

当期純利益 .................................................... — — — 62,941 — — —

配当金 ........................................................... — — — (11,815) — — —

取締役及び監査役賞与 ................................... — — — (260) — — —

新規子会社の増加に伴う剰余金増加 ............... — — — 469 — — —

株式交換による新株発行 ................................ 1,251,073 — 8,720 — — — —

その他有価証券の時価評価、税効果調整後..... — — — — (3,460) — —

株式交換調整額 ............................................. — — 1,084 — — — —

為替換算調整 ................................................. — — — — — 471 —

自己株式の増加 ............................................. — — — — — — (788)

2002年3月31日現在残高........................... 125,966,665 ¥49,054 ¥92,288 ¥436,003 ¥1,058 ¥ 172 ¥(3,709)

単位：千米ドル（注3）

その他有価証券 為替換算
資本金 資本準備金 連結剰余金 評価差額金 調整勘定 自己株式

2001年3月31日現在残高 .................................................... $368,133 $619,016 $2,886,811 $33,907 $(2,241) $(21,918)

当期純利益.............................................................................. — — 472,355 — — —

配当金 .................................................................................... — — (88,665) — — —

取締役及び監査役賞与............................................................. — — (1,952) — — —

新規子会社の増加に伴う剰余金増加 ........................................ — — 3,523 — — —

株式交換による新株発行 ......................................................... — 65,440 — — — —

その他有価証券の時価評価、税効果調整後 .............................. — — — (25,969) — —

株式交換調整額 ....................................................................... — 8,133 — — — —

為替換算調整 .......................................................................... — — — — 3,536 —

自己株式の増加 ....................................................................... — — — — — (5,914)

2002年3月31日現在残高 .................................................... $368,133 $692,589 $3,272,072 $  7,938 $ 1,295 $(27,832)

添付の注記は当財務諸表の不可欠な一部である。

連結株主持分計算書
プロミス株式会社及び連結子会社
2002年3月31日及び2001年3月31日を以て終了した会計年度
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単位：千米ドル
単位：百万円 （注3）

2002 2001 2002

営業活動：
税金等調整前当期純利益 ...................................................................................................... ¥112,308 ¥107,392 $ 842,834
調整内訳：
減価償却費 ....................................................................................................................... 8,611 9,266 64,622
貸倒引当金の増加額.......................................................................................................... 24,695 7,200 185,326
退職給付引当金の増加額 ................................................................................................... 1,956 2,959 14,678
匿名組合出資利益 ............................................................................................................. (1,093) (1,862) (8,200)
投資有価証券売却益.......................................................................................................... (1,846) (1,956) (13,854)
有形固定資産除売却損 ...................................................................................................... 1,049 18,242 7,871
持分法による投資損失 ...................................................................................................... 3,164 3,154 23,741
関係会社清算益 ................................................................................................................ — (639) —
会員権評価損 .................................................................................................................... 217 1,110 1,632
営業貸付金の増加額.......................................................................................................... (103,007) (136,769) (773,039)
受取手形及び売掛金の減少（増加）額 .................................................................................. (7,665) 4,699 (57,520)
買掛債務の増加額 ............................................................................................................. 1,642 249 12,326
法人税等の支払額 ............................................................................................................. (42,780) (47,666) (321,053)
その他、純額 .................................................................................................................... (4,400) 3,059 (33,015)

営業活動によるキャッシュ・フロー............................................................................... (7,149) (31,562) (53,651)
投資活動：
有形固定資産の取得による支出 ............................................................................................ (6,560) (6,902) (49,230)
有形固定資産の売却による収入 ............................................................................................ 108 307 810
投資有価証券の取得による支出 ............................................................................................ (19,200) (6,349) (144,091)
投資有価証券の売却による収入 ............................................................................................ 4,743 8,382 35,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 .......................................................... — (3,798) —
株式交換による子会社資金受入額......................................................................................... 2,002 6,195 15,028
貸付金の増加額 .................................................................................................................... (520) (6,314) (3,902)
その他 ................................................................................................................................. 6,417 (1,256) 48,153

投資活動によるキャッシュ・フロー............................................................................... (13,010) (9,735) (97,636)
財務活動：
長期借入れによる収入.......................................................................................................... 324,335 323,708 2,434,035
長期債務の返済による支出 ................................................................................................... (250,384) (360,086) (1,879,053)
社債の発行による収入、純額................................................................................................ 84,490 71,547 634,068
社債の償還による支出.......................................................................................................... (30,000) — (225,141)
短期借入金の減少額 ............................................................................................................. (76,978) (6,748) (577,695)
自己株式の取得による支出 ................................................................................................... (10) (2,920) (77)
配当金支払額 ....................................................................................................................... (11,815) (10,421) (88,665)
その他 ................................................................................................................................. 298 — 2,236

財務活動によるキャッシュ・フロー............................................................................... 39,936 15,080 299,708

現金及び現金同等物に係る換算差額......................................................................................... 86 54 645

現金及び現金同等物の増減額 ................................................................................................... 19,863 (26,163) 149,066
現金及び現金同等物期首残高 ................................................................................................... 103,968 131,329 780,248
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額 ........................................................................... 559 (1,198) 4,191

現金及び現金同等物期末残高 ................................................................................................... ¥124,390 ¥103,968 $ 933,505

キャッシュ・フローの補足開示：
当期中の支払額：
支払利息........................................................................................................................... ¥  23,763 ¥ 24,608 $ 178,339

重要な非資金取引内訳：
株式交換による資本金増加額................................................................................................ — 156 —
株式交換による資本準備金増加額......................................................................................... 9,804 23,792 73,573

添付の注記は当財務諸表の不可欠な一部である。

連結キャッシュ・フロー計算書
プロミス株式会社及び連結子会社
2002年3月31日及び2001年3月31日を以て終了した会計年度
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１．連結財務諸表の表示の基礎

プロミス株式会社（以下「当社」という）及びその国内連結子会社の財務諸表は、日本の商法（以下「商法」という）に定める条文、ならびに日本にお

いて一般に公正妥当と認められた会計原則及び会計慣行に準拠して作成されている。日本で一般に公正妥当と認められた会計原則及び会計慣行

は、国際会計基準（ＩＡＳ）が要請している会計処理及びそれに基づくディスクロージャーとは一部相違している。

在外連結子会社の財務諸表は、当該子会社の所在国において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下、「ＧＡＡＰ」という）及び会計慣行に準

拠して作成している。しかし、当該国におけるＧＡＡＰと日本におけるＧＡＡＰとの差異は、連結財務諸表に重大な影響を与えていない。したがって、

連結財務諸表の作成上、在外連結子会社の財務諸表を日本の会計原則及び会計慣行に準拠させるための調整は行っていない。

日本の連結財務諸表で開示されている一部の勘定残高については、海外の読者の便宜を図り、必要とされる程度に要約または組替えを行って

いる。

しかし、添付の連結財務諸表は、日本以外の国及び地域で一般に公正妥当と認められた会計原則及び会計慣行に準拠して、当社及び連結子会社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表示しようとするものではない。

2．重要な会計方針の要約

（1）連結の範囲及び会計方針

当社は2002年3月31日現在において、15の子会社と3つの関連会社を有していた。また、2001年3月31日現在において、14の子会社

と3つの関連会社を有していた。添付の連結財務諸表には当社と11（前会計年度については9つ）の子会社（以下「当社及び連結子会社」という）

の財務諸表が含まれている。当該連結子会社は下記のとおりである。

会社名 所在国 会計年度末

ジーシー株式会社 日本 3月31日

株式会社シンコウ 日本 3月31日

リッチ株式会社 日本 3月31日

東和商事株式会社※1 日本 3月31日

サンライフ株式会社※2 日本 3月31日

株式会社パルコーポレーション 日本 3月31日

株式会社ネットフューチャー 日本 3月31日

株式会社システム・トリニティ※3 日本 3月31日

良京實業股C有限公司 台湾 12月31日

佑京實業股C有限公司 台湾 12月31日

PROMISE (HONG KONG) CO., LTD. 香港 12月31日

2002年3月31日現在の残りの非連結子会社4社については、売上高、総資産、当期純利益及び剰余金の各合計額が、連結売上高、連結総資産、

連結当期純利益及び連結剰余金の各々に対し重要性がないため、連結していない。

すべての子会社の資産・負債は、その取得時点における時価で評価されている。

子会社に対する投資原価と取得時の純資産持分額との重要な差額（連結調整勘定）については、10年間で均等償却している。

連結財務諸表作成にあたって、重要な内部取引やそれに伴う勘定残高及び連結会社間の未実現利益については、全額消去している。一部の連

結子会社については、12月31日を以て終了した事業年度の財務諸表に基づき連結勘定に算入している。

（2）持分法の適用に関する事項

当社が重要な支配力を持っているか、議決権の20％以上50％以下を所有している会社に対して持分法を適用している。持分法適用の関連会社

は以下のとおりである。

会社名 所在国 2002年3月31日現在所有割合 会計年度末

株式会社モビット 日本 45.00％ 3月31日

持分法に基づき、投資は取得原価に未分配損益の当社持分に対応する金額を加えた額を以て計上している。

関連会社に対する投資原価と取得時の純資産持分額との重要な差額については、10年間で均等償却している。

2002年3月31日現在、非連結子会社4社及び残りの関連会社2社、ならびに2001年3月31日現在、非連結子会社5社及び残りの関連

会社2社に対する投資は、持分法を適用したとしてもそれによる影響が軽微であるため、原価で計上しており、当該会社に対する持分損益の調整

はしていない。

連結財務諸表に対する注記
プロミス株式会社及び連結子会社
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※1．東和商事株式会社については、2000年4月に当社が同社株式を25.69％取得し、
2001年1月には同社株式を追加取得したため、同社の損益については2001年
3月31日終了年度では持分法を適用している。

※2．サンライフ株式会社については、2001年12月17日に株式交換により当社の完全
子会社となったことから、同社の損益については同日から連結に含めている。

※3．システム・トリニティ株式会社については、2002年3月31日終了年度から連結に含
めている。
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（3）外貨建て財務諸表の換算

在外連結子会社の勘定は、日本の企業会計審議会が定めた会計処理基準に基づく方法を用いて円換算されている。この方法によれば、貸借対照

表の勘定は決算日の為替レートによって換算される。ただし、資本勘定については発生日の為替レートにより換算されている。損益項目は期中平

均レートにより換算されている。また、当該為替換算によって生じた差額は、「為替換算調整勘定」として、資本の部に計上している。

（4）収益の認識

（a）利息収入

営業貸付金の利息収入は各会計年度にわたり入金時に認識される。営業貸付金にかかわる未収利息は会計年度末時点において日本の税慣行に

準拠し、日本の利息制限法に定める利率もしくは約定利率のいずれか低い利率を用いて発生主義により認識されており、法定利率に対する約定

利率の超過分は反映されない。

（b）割賦販売

割賦販売利益は割賦未収金の回収期日到来時に認識される。

（5）貸倒引当金及び貸倒処理

当社及び連結子会社の貸倒引当金は、債権の貸倒れに備えるため貸倒実績率により計上している。

利息及び元金が一定期間経過後もしくは督促後に支払われなかった場合、あるいは顧客の破産や死亡などで回収不能が明らかになった場合に、

営業貸付金の貸倒処理が行われる。

貸倒処理された営業貸付金は債権回収を専門とする部門において管理される。当該部門は、法的に回収可能な限りにおいてすでに貸倒処理が

行われた営業貸付金の回収に努めている。貸倒処理済みの営業貸付金及び関連する貸付金利息がその後に回収された場合、回収金額は回収が行

われた会計年度の連結損益計算書の「その他の営業収益」に計上される。

（6）有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的及び満期保有目的有価証券以外のすべての株式及び債券は、その他有価証券として分類している。

当社及び国内連結子会社は、企業会計審議会が公表した「金融商品に係る会計基準」を採用している。この基準に従って、当社及び国内子会社

の経営者は有価証券の適切な分類を行い、売買有価証券は流動資産の部に、その他の有価証券は投資有価証券に計上している。

時価のあるその他有価証券は、時価により評価している。時価による評価差額は税効果調整後の金額で資本の増加あるいは減少として計上し

ている。商法上、税効果調整後の有価証券の保有に係る未実現利益を配当金や取締役及び監査役賞与として利益処分に利用することはできない。

売却原価は移動平均法により算定している。時価のないその他有価証券は、移動平均法による原価法によっている。

新しい会計基準に従って、ゴルフ会員権に係る減損処理も求められている。

（7）有形固定資産

有形固定資産は、1998年4月1日以降に取得した建物（定額法により減価償却される建物附属設備を含まない）を除き、見積耐用年数にわたっ

て定率法により減価償却されている。耐用年数は建物では3年から50年の範囲、器具備品では2年から20年の範囲である。

（8）コンピュータ・ソフトウェア

連結貸借対照表上の「その他の投資」に含まれるコンピュータ・ソフトウェアの償却は、主として利用可能期間に基づき5年で定額償却している。

（9）外貨換算

当社及び国内連結子会社は、企業会計審議会により公表された「外貨建取引等会計処理基準」を適用した。

この基準に基づき、外貨建長期金銭債権債務の換算基準を変更し、決算時の為替レートにより円換算している。

換算による損益は、その他の営業収益または金融費用に計上している。

（10）リース契約

リース契約期間中、リース資産の所有権が賃借人に移転しないファイナンス・リース契約については、リース資産を連結貸借対照表に計上せず、

関連する支払リース料は発生時に費用として計上している。
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（11）退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、企業会計審議会が公表した「退職給付に係る会計基準」を採用している。この基準に従って、従業員の退職給付引当

金は、予測給付債務から年金資産公正評価額を控除した金額に基づいて計上される。退職債務費用は、当期末における退職給付債務及び年金資

産の見込み額に基づき、当期末に発生していると認められる額を費用に計上している。

連結会計年度に生じた会計基準変更時差異及び数理計算上の差異については、該当する連結会計年度において一括費用処理している。

当社及び一部子会社の取締役及び監査役は、退職金規程により、退職時に退職慰労金の受給資格を有している。退職慰労金の金額は内規に基

づいて決定される。添付の連結貸借対照表に含まれる役員の退職給付引当金は、貸借対照表の決算日にすべての取締役及び監査役が退職した場

合に支払われるべき金額を示している。

（12）社債発行費

社債発行費は支出時の費用として処理している。

（13）利益処分

商法及び当社の定款によれば、取締役会による利益処分案（主に期末配当金の支払）には、各会計年度終了後3カ月以内に開催される株主総会の

承認が必要とされている。添付の各会計年度の連結財務諸表に記載されている利益の配分額は、その直前の会計年度の利益について、当該会計

年度に株主総会の承認を得て処分されたものである。

取締役及び監査役の賞与は当該会計年度の費用ではなく利益の配分であり、上述の利益処分の一部を構成している。

（14）1株当たり純利益及び配当金

希薄化前の1株当たり純利益は、各会計年度の普通株式数の加重平均に基づいて算出されている。

希薄化後の1株当たり純利益は、社外流通株式の加重平均株式数に基づいており、ストック・オプション・プランによる自己株式の希薄化効果を

含んでいる。

1株当たり配当金は、各会計年度の支払済みの中間配当金と当該年度の公表期末配当金の配当額を示している。

（15）現金同等物

現金同等物には、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カ月以

内に償還期限の到来する短期投資が含まれている。

（16）デリバティブ

金融商品に係る会計基準に従って、2000年4月1日よりデリバティブは時価により測定し、財務諸表に計上している。ヘッジ指定取引に係る損

益は、ヘッジ対象ポジションに係る損益がヘッジ手段に係る損益と対応させて認識できるまで繰延処理している。会計基準に定めた条件をみたし

ている一部のデリバティブは時価による評価をしていない。

（17）組替再表示

前連結会計年度の連結財務諸表の金額については、当連結会計年度の表示方法にあわせて一部組替再表示を行っている。

3．米ドル金額

当社は連結財務諸表を円貨で作成している。連結財務諸表及び注記に含まれる米ドル金額は、2002年3月31日現在の為替相場での実勢レー

トである1米ドル＝133.25円で換算したものである。米ドル金額の表示は便宜的なものであり、円金額が1米ドル＝133.25円またはその他

の為替レートによって実際に米ドルに換金されたり、実現されたり、あるいは精算されたりすることを意味するものではない。

4．現金及び現金同等物

2002年3月31日現在、現金及び現金同等物には短期貸付金勘定49,409百万円（370,802千米ドル）が含まれている。当社及び連結子

会社は、有価証券、コマーシャル・ペーパー、及びその他の資産を担保として受け入れている。2002年3月31日現在、担保受入資産の時

価は以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

有価証券.............................................................................................................................................................................. ¥17,849 $133,953

コマーシャル・ペーパー ...................................................................................................................................................... 17,090 128,254

その他の資産....................................................................................................................................................................... 14,401 108,077

........................................................................................................................................................................................... ¥49,340 $370,284



40

5．受取手形及び売掛金

2000年3月31日以前は、割賦債権流動化を利用した資金調達は債権担保による「その他有利子負債」として処理していたが、2000年4月1

日以後実施した割賦債権流動化については、2000年4月1日付けで金融商品に係る会計基準を適用し、売買取引として処理している。この変

更により、2001年3月31日現在の受取手形及び売掛金は10,125百万円減少したが、同日終了した連結会計年度の当期純利益には何ら影響

を与えていない。

6．営業貸付金

(1)「営業貸付金」に含まれる個人向け無担保貸付金は、2002年及び2001年3月31日現在でそれぞれ1,532,578百万円（11,501,524

千米ドル）及び1,406,327百万円である。

(2)1999年5月のノンバンク社債法施行に伴い開示された営業貸付金の金額は、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

破綻先債権 ................................................................................................................................................ ¥  2,648 ¥ 109 $  19,871

延滞債権 ................................................................................................................................................... 706 171 5,299

3ヶ月以上延滞債権................................................................................................................................... 9,842 7,924 73,862

貸出条件緩和債権...................................................................................................................................... 37,429 30,788 280,894

................................................................................................................................................................. ¥50,625 ¥38,992 $379,926

破綻先債権とは、元本または利息の支払遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本または利息の取り立てまたは弁済の見込みが

ないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（以下、「未収利息不計上貸付金」）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る。

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支

払を猶予したもの以外の債権である。

3ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当

しないものである。

貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取り決めを行った貸付金で、破

綻先債権、延滞債権、及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものである。

貸出条件緩和債権のうちには、延滞日数30日以内のものが、2002年及び2001年3月31日現在でそれぞれ32,676百万円（245,223

千米ドル）及び27,406百万円含まれている。

（3）リボルビング融資契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件に顧客が違反しない限り、利用限度額の範囲で繰り返し当

社が貸し出すことを約した契約である。

同契約に係る融資未実行残高は、2002年3月31日現在、427,663百万円（3,209,476千米ドル）となっている。なお、当該残高には、残

高がない顧客（残高がなく2年以上入出金のない顧客は除く）も含めている。有担保リボルビング契約に係る融資未実行残高は、2002年3月

31日現在、325百万円（2,442千米ドル）である。リボルビング融資契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高が必

ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではない。

リボルビング融資契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶または利用限度額の減

額をすることができる旨の条項がつけられている。また、契約後も定期的に顧客の信用状態を把握し、必要に応じ契約条項の変更など与信保全

上の措置をとっている。

7．貸倒引当金

2002年及び2001年3月31日を以て終了した会計年度の「貸倒引当金」に影響を与えた取引の概要は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

期首残高.................................................................................................................................................... ¥61,349 ¥44,411 $460,402

新規連結子会社による増加分 ..................................................................................................................... 895 9,623 6,718

貸倒引当金目的取崩額 ............................................................................................................................... (61,269) (48,553) (459,806)

貸倒損失・貸倒引当金繰入額 ..................................................................................................................... 86,238 55,868 647,193

期末残高 ................................................................................................................................................... ¥87,213 ¥61,349 $654,507
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8．投資有価証券

2002年及び2001年3月31日現在において、当社及び連結子会社が保有していた投資有価証券の概要は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

投資有価証券：

株式 ....................................................................................................................................................... ¥10,838 ¥18,042 $  81,336

債券 ....................................................................................................................................................... — 421 —

その他.................................................................................................................................................... 13,461 198 101,022

................................................................................................................................................................. ¥24,299 ¥18,661 $182,358

2002年3月31日現在におけるその他有価証券の簿価及び時価に関する情報の概要は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

連結貸借 連結貸借
取得原価 対照表計上額 差額 取得原価 対照表計上額 差額

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）

株式............................................................................................................. ¥5,685 ¥7,649 ¥1,964 $42,661 $57,407 $14,746

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

株式............................................................................................................. ¥   892 ¥ 657 ¥ (235) $  6,691 $ 4,926 $ (1,765)

その他 ......................................................................................................... 259 161 (98) 1,948 1,210 (738)

小計............................................................................................................. 1,151 818 (333) 8,639 6,136 (2,503)

合計............................................................................................................. ¥6,836 ¥8,467 ¥1,631 $51,300 $63,543 $12,243

2002年3月31日を以て終了した連結会計年度において売却したその他有価証券は、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

売却益の 売却損の 売却益の 売却損の
売却額 合計額 合計額 売却額 合計額 合計額

....................................................................................................................... ¥5,880 ¥2,745 ¥   899 $44,131 $20,600 $ 6,746

2002年3月31日現在における時価のないその他有価証券の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

投資有価証券：

株式 ................................................................................................................................................................................. ¥  2,532 $  19,003

その他：

優先出資証券 .................................................................................................................................................................. 13,300 99,812

その他有価証券で時価のあるものの取得原価及び貸借対照表計上額は、2001年3月31日現在、以下のとおりである。

単位：百万円

連結貸借
取得原価 対照表計上額 差額

（貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）

株式 .................................................................................................................................................................... ¥6,402 ¥14,898 ¥8,496

債券 .................................................................................................................................................................... 400 421 21

小計 .................................................................................................................................................................... ¥6,802 ¥15,319 ¥8,517

（貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）

株式 .................................................................................................................................................................... ¥2,522 ¥  1,564 ¥(958)

その他................................................................................................................................................................. 260 198 (62)

小計 .................................................................................................................................................................... 2,782 1,762 (1,020)

合計 .................................................................................................................................................................... ¥9,584 ¥17,081 ¥7,497

2001年3月31日を以て終了した連結会計年度に売却したその他有価証券は、以下のとおりである。

単位：百万円

売却額 売却益 売却損

株式 .................................................................................................................................................................... ¥1,620 ¥       51 ¥   788
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10．有形固定資産

2002年及び2001年3月31日現在の有形固定資産の概要は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

建物 .......................................................................................................................................................... ¥26,146 ¥25,081 $196,218

構築物 ....................................................................................................................................................... 5,092 5,113 38,214

器具備品.................................................................................................................................................... 40,258 39,036 302,125

その他 ....................................................................................................................................................... 136 190 1,018

................................................................................................................................................................. 71,632 69,420 537,575

控除：減価償却累計額 ............................................................................................................................... (41,538) (37,795) (311,729)

................................................................................................................................................................. 30,094 31,625 225,846

土地 .......................................................................................................................................................... 13,903 12,729 104,341

建設仮勘定 ................................................................................................................................................ 1,374 — 10,306

................................................................................................................................................................. ¥45,371 ¥44,354 $340,493

11．賃借差入保証金

2002年及び2001年3月31日現在の賃借差入保証金は、主に店舗施設の賃借に際して賃貸人に対して支払ったものである。日本では、賃貸

人は数カ月分の賃貸料に相当する多額の賃借差入保証金を要求する。この保証金には利息はつかず、一般的に賃貸借契約が終了した場合にのみ

返還される。

12．短期借入金及び長期債務

（１）2002年及び2001年3月31日現在の短期借入金に関する情報は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

短期銀行借入金*：

有担保.................................................................................................................................................... ¥  2,037 ¥ 2,124 $ 15,284

営業貸付金に関する債権譲渡予約契約の締結 .......................................................................................... 1,300 4,042 9,756

無担保.................................................................................................................................................... 13,375 17,924 100,378

................................................................................................................................................................. 16,712 24,090 125,418

コマーシャル・ペーパー及びその他

有担保.................................................................................................................................................... 1,758 4,748 13,193

無担保.................................................................................................................................................... 3,262 3,771 24,478

................................................................................................................................................................. 5,020 8,519 37,671

................................................................................................................................................................. ¥21,732 ¥32,609 $163,089

*期中の月末時最高残高............................................................................................................................................................................... ¥27,513 ¥29,417 $206,476

期中の月末時平均残高............................................................................................................................................................................... 22,868 26,486 171,619

期中の加重平均金利................................................................................................................................................................................... 2.611％ 4.130％

2002年及び2001年3月31日現在の短期銀行借入金は主として当座借越で、年利はそれぞれ0.585％から5.125％及び0.630％から

7.941％となっている。

2002年及び2001年3月31日現在、コマーシャル・ペーパー及びその他に適用されている年利は、それぞれ0.500％から2.910％及び

2.160％から5.520％である。
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時価のないその他有価証券の貸借対照表計上額は、2001年3月31日現在、以下のとおりである。

単位：百万円

投資有価証券：

株式 ............................................................................................................................................................................................................. ¥1,580

2001年3月31日現在、その他有価証券に含まれている債券の年次別償還予定額の内訳は、以下のとおりである。

3月31日終了年度 単位：百万円

2002年 ..................................................................................................................................................................................................... ¥ —

2003～2006年........................................................................................................................................................................................ 199

2007～2011年........................................................................................................................................................................................ 222

2011年以降 ............................................................................................................................................................................................... —

.................................................................................................................................................................................................................... ¥421

9．デリバティブ及びヘッジ取引

当社及び一部子会社は、特定の借入金の元本にかかわる変動金利を固定金利に交換する金利スワップ取引を行っている。そのほかに、当社は金

利キャップ取引を行っている。これらの取引の利用目的は、金利変動に伴う市場リスク・エクスポージャーを低減することにある。当社及び連結

子会社がトレーディング目的で金融派生商品を保有または発行していることはない。ヘッジ手段の指標金利とヘッジ対象の指標金利との変動幅に

ついて相関性を求めることにより、ヘッジの有効性を評価している。ヘッジ手段に関係する市場リスクについては、取締役会が承認した当社の財

務規程に従って管理している。連結子会社においてデリバティブ及びヘッジ取引を実施する場合には、事前に当社の承認を得ることになっている。

会計基準に従って繰延処理により貸借対照表に計上したものを除くオフバランスのデリバティブの時価は、以下のとおりである。

単位：百万円

想定元本

合計 1年超 時価 未実現損失

2002年3月31日を以て終了した会計年度：

金利スワップ取引：

変動金利から固定金利への交換.................................................................................................. ¥ 28,629 ¥ 20,000 ¥(589) ¥(589)

金利キャップ取引：

買建 .......................................................................................................................................... 8,000 4,000 0 (34)

.................................................................................................................................................... ¥ 36,629 ¥ 24,000 ¥(589) ¥(623)

2001年3月31日を以て終了した会計年度：

金利スワップ取引：

変動金利から固定金利への交換.................................................................................................. ¥ 22,807 ¥ 20,000 ¥(407) ¥(407)

金利キャップ取引：

買建 .......................................................................................................................................... 10,000 8,000 5 (64)

.................................................................................................................................................... ¥ 32,807 ¥ 28,000 ¥(402) ¥(471)

単位：千米ドル

想定元本

合計 1年超 時価 未実現損失

2002年3月31日を以て終了した会計年度：
金利スワップ取引：
変動金利から固定金利への交換 .............................................................................................. $214,853 $150,094 $(4,418) $(4,418)

金利キャップ取引：
買建.......................................................................................................................................... 60,038 30,019 1 (257)

.................................................................................................................................................... $274,891 $180,113 $(4,417) $(4,675)
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（2）2002年及び2001年3月31日現在の長期債務の内訳は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

主に銀行及びその他の金融機関からの借入金（金利については下の注記を参照）*：

有担保 ............................................................................................................................................. ¥256,134 ¥261,602 $1,922,208

営業貸付金に関する債権譲渡予約契約の締結 .................................................................................... 370,936 351,351 2,783,762

無担保 ............................................................................................................................................. 204,071 191,712 1,531,486

........................................................................................................................................................... 831,141 804,665 6,237,456

当社の発行社債

無担保円建債（年利2.100％、2002年償還）................................................................................ — 10,000 —

無担保円建債（年利2.600％、2002年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.000％、2002年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.100％、2001年償還）................................................................................ — 10,000 —

無担保円建債（年利2.100％、2001年償還）................................................................................ — 10,000 —

無担保円建債（年利2.050％、2002年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.030％、2004年償還）................................................................................ 20,000 20,000 150,094

無担保円建債（年利1.790％、2004年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利1.400％、2003年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.270％、2005年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.510％、2006年償還）................................................................................ 20,000 20,000 150,094

無担保円建債（年利1.900％、2003年償還）................................................................................ 20,000 20,000 150,094

無担保円建債（年利2.950％、2009年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.560％、2010年償還）................................................................................ 15,000 15,000 112,569

無担保円建変動利付債（6ヶ月円LIBOR＋0.5％、2005年償還）................................................. 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.270％、2008年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.900％、2012年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利2.040％、2007年償還）................................................................................ 20,000 20,000 150,094

無担保円建債（年利2.080％、2005年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建変動利付債（6ヶ月円LIBOR＋0.75％、2005年償還）............................................... 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利1.750％、2005年償還）................................................................................ 10,000 10,000 75,047

無担保円建債（年利1.700％、2006年償還）................................................................................ 10,000 — 75,047

無担保円建債（年利1.740％、2008年償還）................................................................................ 10,000 — 75,047

無担保円建債（年利1.200％、2006年償還）................................................................................ 15,000 — 112,569

無担保円建債（年利1.630％、2008年償還）................................................................................ 10,000 — 75,047

無担保円建債（年利1.400％、2007年償還）................................................................................ 20,000 — 150,094

無担保円建債（年利0.920％、2005年償還）................................................................................ 20,000 — 150,094

ジーシー株式会社の発行社債

無担保円建債（年利1.600％、2003年償還）................................................................................ 2,000 2,000 15,009

控除：1年以内返済予定額 .................................................................................................................. (244,226) (272,505) (1,832,837)

........................................................................................................................................................... ¥898,915 ¥789,160 $6,746,082

期中の加重平均金利 ............................................................................................................................ 2.105％ 2.305％

*2002年及び2001年3月31日現在の銀行及びその他の金融機関からの借入金の年利は、それぞれ1.000％から5.500％及び1.070％から9.500％である。



（3）2002年及び2001年3月31日現在の銀行からの短期借入金、コマーシャル・ペーパー及びその他、ならびに銀行及びその他の金融機関

からの長期借入金に対する当社及び連結子会社の担保提供資産は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

定期預金 ............................................................................................................................................. ¥       752 ¥ 712 $ 5,642

受取手形及び売掛金* .......................................................................................................................... 17,432 23,742 130,824

営業貸付金* ........................................................................................................................................ 254,369 277,841 1,908,959

投資有価証券 ...................................................................................................................................... — 431 —

有形固定資産 ...................................................................................................................................... 8,337 9,065 62,569

その他................................................................................................................................................. 4 205 30

........................................................................................................................................................... ¥280,894 ¥311,996 $2,108,024

*上記の担保提供資産のほかに、当社及び連結子会社は受取手形及び売掛金ならびに営業貸付金の債権譲渡予約契約を締結している。
2002年及び2001年3月31日現在の契約額は、それぞれ386,091百万円（2,897,490千米ドル）及び370,542百万円である。

2002年3月31日現在における上記の社債を除いた長期債務の年間返済予定額は、次のとおりである。

3月31日を以て終了する会計年度 単位：百万円 単位：千米ドル

2003年 .......................................................................................................................................................................... ¥214,226 $1,607,697

2004年 .......................................................................................................................................................................... 232,758 1,746,781

2005年 .......................................................................................................................................................................... 214,025 1,606,188

2006年 .......................................................................................................................................................................... 109,746 823,610

2007年以降 ................................................................................................................................................................... 60,386 453,180

........................................................................................................................................................................................ ¥831,141 $6,237,456

（4）当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による借入未実行残高（これに準ずる契約を含む）は、2002年3月31日現在、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

当座貸越契約

借入枠 ............................................................................................................................................................................ ¥  14,922 $   111,981

借入実行残高.................................................................................................................................................................. (9,230) (69,265)

差引 ............................................................................................................................................................................... ¥    5,692 $     42,716

貸出コミットメント契約

借入枠 ............................................................................................................................................................................ ¥145,699 $1,093,426

借入実行残高.................................................................................................................................................................. (12,013) (90,155)

差引 ............................................................................................................................................................................... ¥133,686 $1,003,271

13．退職給付債務及び年金制度

当社及び連結子会社の退職金制度の規程により、勤続2年以上のグループ従業員は原則として退職時に一時金の受給資格を有している。

退職金の金額は、通常、勤続年数、各人の業績評価累積点及び退職事由により決定している。

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職金制度の一部について適格退職年金制度を採用している。

さらに当社は、確定給付型の制度として厚生年金保険法に基づく調整年金（厚生年金基金）制度を有している。この制度は政府の厚生年金の一

部を代行しており、企業及び従業員からの拠出金を運用している。

海外連結子会社では確定拠出型の制度を設けている。

以下の表は、2002年及び2001年3月31日現在の退職給付債務から連結貸借対照表に計上した退職給付引当金への調整を示している。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

退職給付債務............................................................................................................................................ ¥(30,465) ¥(27,288) $(228,634)

年金資産公正評価価額 .............................................................................................................................. 16,437 15,325 123,359

未積立退職給付債務.................................................................................................................................. (14,028) (11,963) (105,275)

連結貸借対照表計上額純額........................................................................................................................ (14,028) (11,963) (105,275)

前払年金費用............................................................................................................................................ — 7 —

退職給付引当金 ........................................................................................................................................ ¥(14,028) ¥(11,970) $(105,275)

45
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2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の退職給付費用の内訳は、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

勤務費用 ......................................................................................................................................................... ¥2,309 ¥2,067 $17,330

利息費用 ......................................................................................................................................................... 799 717 6,001

期待運用収益 .................................................................................................................................................. (343) (331) (2,577)

会計基準変更時差異の費用処理額 .................................................................................................................... — 709 —

数理計算上の差異の費用処理額 ....................................................................................................................... 1,089 1,586 8,171

退職給付費用 .................................................................................................................................................. ¥3,854 ¥4,748 $28,925

勤務費用には厚生年金基金に対する従業員拠出額は含まれていない。

2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の退職給付債務は、割引率3.0％を使用して計算している。2002年及び

2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の期待運用収益率は、適格退職年金制度については2.4％～4.0％、厚生年金基金制度につい

ては2.1％を使用している。

勤務費用は勤続年数に基づいて算定される。

一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付債務に係る会計基準に従って簡便法を選択している。これは、小規模企業に認め

られた方法である。

14．リース契約

（1）リース契約期間中にリース物件の所有権が賃借人に移転しないファイナンス・リース契約にかかわる支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額は次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

支払リース料 .................................................................................................................................................. ¥1,980 ¥2,254 $14,856

減価償却費相当額 ........................................................................................................................................... 1,730 1,925 12,987

支払利息相当額............................................................................................................................................... 202 264 1,512

減価償却費相当額は当該リース契約期間にわたり、定額法により算定している。支払利息相当額は利息法により算定している。

2002年及び2001年3月31日現在の未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

1年以内 ......................................................................................................................................................... ¥1,761 ¥1,617 $13,219

1年超............................................................................................................................................................. 2,660 1,894 19,962

...................................................................................................................................................................... ¥4,421 ¥3,511 $33,181

2002年及び2001年3月31日現在に締結している上記リース契約のリース物件の概要は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

器具備品 ....................................................................................................................................................... ¥8,060 ¥6,279 $60,489

その他 .......................................................................................................................................................... 608 1,587 4,563

..................................................................................................................................................................... 8,668 7,866 65,052

控除：減価償却累計額相当額......................................................................................................................... (4,406) (4,520) (33,065)

..................................................................................................................................................................... ¥4,262 ¥3,346 $31,987

（2）2002年及び2001年3月31日現在に締結している通常のオペレーティング・リースの未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

1年以内 .................................................................................................................................................................... ¥107 ¥110 $ 803

1年超........................................................................................................................................................................ 33 136 250

................................................................................................................................................................................. ¥140 ¥246 $1,053



47

15．資本

商法では、新株式の発行価額の少なくとも50％以上で、額面金額を下らない額を資本金に組み入れることが義務づけられている。資本金に組み

入れる金額は取締役会の決議により決定される。資本に組み入れた金額を超過する部分は資本準備金として計上される。

1999年10月1日を以て商法が改正され、株式交換制度が創設された。この制度では、少なくとも新株の額面金額は資本金に組み入れなけ

ればならない。資本金に組み入れる金額は取締役会で決議される。発行価額のうち資本金に組み入れる金額を上回る部分は、資本準備金に組み

入れなければならない。

2001年3月31日を以て終了した連結会計年度において、当社は株式交換に際し新株3,118千株を発行し、その結果、資本金及び資本準備

金はそれぞれ156百万円及び23,792百万円増加した。

2001年10月1日を以て商法が改正され、額面株式が廃止された。この改正法では、株式交換により発行される新株について、資本金に組

み入れを要する最低金額は法定されなくなった。資本金に組み入れを要する金額は取締役会の決議を要する。発行価額のうち資本金に組み入れ

ない部分は、資本準備金に組み入れなければならない。

2002年3月31日を以て終了した連結会計年度に、当社は株式交換により1,251千株発行し、資本準備金は8,720百万円（65,440千米

ドル）増加した。

商法は、各会計年度に支払われた配当金額及びその他の利益分配額の10％以上を利益準備金として、当該準備金が資本金の25％に達するま

で積み立てることを義務づけている。当該準備金は取締役会の決議により資本金に振り替えたり、あるいは株主総会の承認を得て損失の補填に

使用することができるが、配当原資とすることはできない。

2001年10月1日を以て商法が一部改正され、毎決算期の利益処分による配当金その他の社外流出の10％以上を、資本準備金と利益準備

金の合計額が資本金の25％に達するまで、利益準備金として積み立てなければならない。

16．その他の営業収益

注2（5）に記述されているとおり、すでに貸倒処理済みの営業貸付金及び関連する貸付金利息がその後に回収された場合、それらの金額は回収

が行われた連結会計年度の連結損益計算書の「その他の営業収益」に計上される。2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年

度の貸倒処理後の回収額は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

貸倒処理後の回収額 ....................................................................................................................................... ¥7,920 ¥8,518 $59,438

17．金融費用

添付の2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の連結損益計算書における「金融費用」に含まれる支払利息は、次のとお

りである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

支払利息.................................................................................................................................................... ¥23,892 ¥25,569 $179,299

18．一般管理費

添付の2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の連結損益計算書における一般管理費は、次のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

広告宣伝費 ......................................................................................................................................... ¥  27,164 ¥ 25,998 $ 203,858

従業員給与及び賞与 ............................................................................................................................ 32,226 30,045 241,842

賃借料................................................................................................................................................. 14,424 13,264 108,249

その他................................................................................................................................................. 73,679 69,100 552,946

........................................................................................................................................................... ¥147,493 ¥138,407 $1,106,895
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19．法人税等

当社及び国内連結子会社は所得を基準とした数種類の税金の納税義務を負っており、2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計

年度の法定実効税率はそれぞれ約42％であった。また、海外の連結子会社は、所在地国の法人税法等に従っている。

2002年3月31日を以て終了した連結会計年度の法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異は重要性がない。

2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異調整は、以下のとおりである。

単位：％

法定実効税率 .................................................................................................................................................................................................... 42.0

（調整）

子会社株式評価損の認容項目 ......................................................................................................................................................................... (3.9)

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ................................................................................................................................................. (0.3)

ゴルフ会員権評価損....................................................................................................................................................................................... 0.4

その他 ........................................................................................................................................................................................................... 1.4

税効果適用後の法人税等の負担率...................................................................................................................................................................... 39.6

2002年及び2001年3月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳は、以下のとおりである。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

繰延税金資産：

貸倒損失否認額 ...................................................................................................................................... ¥10,627 ¥ 7,818 $ 79,748

貸倒引当金繰入限度超過額 ..................................................................................................................... 12,299 4,964 92,297

未払事業税否認額................................................................................................................................... 3,696 1,827 35,881

退職給与引当金繰入限度超過額 .............................................................................................................. 4,781 3,904 27,738

その他.................................................................................................................................................... 5,834 3,543 43,785

繰延税金資産計................................................................................................................................... 37,237 22,056 279,449

繰延税金負債：

その他有価証券評価差額金 ..................................................................................................................... (909) (3,704) (6,820)

繰延税金資産の純額................................................................................................................................... ¥36,328 ¥18,352 $272,629

2002年及び2001年3月31日現在の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表において以下のとおり構成されている。

単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

流動資産：

繰延税金資産 ......................................................................................................................................... ¥31,329 ¥16,789 $235,113

投資その他の資産：

繰延税金資産 ......................................................................................................................................... 4,999 1,563 37,516

................................................................................................................................................................. ¥36,328 ¥18,352 $272,629

20．セグメント情報

2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度における事業の種類別セグメント情報は、重要性がないため記載を省略している。

2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の所在地別セグメント情報は、日本以外の地域の割合に重要性がないため記

載を省略している。

2002年及び2001年3月31日を以て終了した連結会計年度の海外営業収益の情報は、重要性がないため記載を省略している。

21．後発事象

2002年6月25日開催の当社の定期株主総会において、1株当たり50.0円（0.38米ドル）で総額6,281百万円（47,135千米ドル）の配当金

が決議・承認された。



プロミス株式会社取締役会

私どもは、添付のいずれも日本円で表示されたプロミス株式会社及びその連結子会社の2002年及び2001年3月31日現在の連

結貸借対照表並びに関連した各連結会計年度の連結損益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査を

行った。私どもは、日本において一般に公正妥当と認められ、適用されている監査基準、手続及び慣行に準拠して、監査を実施した。した

がって、私どもの監査は、会計記録のテストやその状況下において必要と認められたその他の監査手続を含んでいる。

私どもの意見では、上記連結財務諸表は、日本における一般に公正妥当と認められた会計原則及び慣行（注記1を参照）に準拠し、同

一の基準により継続して適用されており、プロミス株式会社及びその連結子会社の2002年及び2001年3月31日現在の連結財政状

態並びに各連結会計年度の連結経営成績及び連結キャッシュ・フローを適正に表示しているものと認める。

注記2で記載されているとおり、2001年3月31日をもって終了した連結会計年度から、プロミス株式会社及びその国内連結子会社

は、金融商品及び退職給付に係る新しい日本の会計基準を適用している。

USドルで表示された金額は、単に読者の便宜のために提供されたものであり、添付の連結財務諸表に対する注記3で述べられた基準

で換算されたものである。

中央青山監査法人

大阪、日本

2002年6月25日

独立公認会計士の報告書
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単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

資産の部

流動資産：

現金及び現金同等物 ...................................................................................................... ¥   110,984 ¥ 91,544 $ 832,903

定期預金 ....................................................................................................................... 5,815 7,926 43,640

営業貸付金：

元金........................................................................................................................... 1,324,663 1,228,026 9,941,187

未収利息 .................................................................................................................... 13,169 11,898 98,830

控除：貸倒引当金.......................................................................................................... (68,000) (46,500) (510,319)

........................................................................................................................................ 1,269,832 1,193,424 9,529,698

前払費用 ....................................................................................................................... 2,149 2,071 16,127

繰延税金資産................................................................................................................. 28,315 13,237 212,494

その他の流動資産.......................................................................................................... 112,386 73,617 843,422

流動資産合計.......................................................................................................... 1,529,481 1,381,819 11,478,284

投資その他の資産：

投資有価証券 .................................................................................................................... 19,947 17,612 149,694

子会社及び関連会社に対する投資及び貸付金..................................................................... 60,088 42,736 450,941

出資金 .............................................................................................................................. 1,861 2,662 13,969

長期前払費用 .................................................................................................................... 548 731 4,116

繰延税金資産 .................................................................................................................... 4,304 1,164 32,301

その他の投資 .................................................................................................................... 11,554 12,677 86,707

投資その他の資産合計 ............................................................................................ 98,302 77,582 737,728

有形固定資産、純額.......................................................................................................... 30,305 31,886 227,429

賃借差入保証金................................................................................................................. 12,393 12,632 93,003

資産合計................................................................................................................. ¥1,670,481 ¥1,503,919 $12,536,444

1．米ドル金額は、便宜上、2002年3月31日現在における円相場1米ドル＝133.25円で換算しています。

2．改正商法に基づき、従前は資産に計上していた自己株式は、2002年3月31日現在の貸借対照表では資本の控除項目として記載しています。
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単独貸借対照表
プロミス株式会社
2002年及び2001年3月31日現在



単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

負債及び資本の部

流動負債：

短期借入金 .................................................................................................................... ¥       1,300 ¥ 4,900 $ 9,756

1年内返済予定長期債務 ................................................................................................ 219,917 240,207 1,650,407

未払金........................................................................................................................... 8,238 7,753 61,822

未払法人税等................................................................................................................. 40,111 18,165 301,023

未払費用 ....................................................................................................................... 6,770 7,205 50,809

その他の流動負債.......................................................................................................... 2,699 1,651 20,257

流動負債合計.......................................................................................................... 279,035 279,881 2,094,074

固定負債：

長期債務 ....................................................................................................................... 821,402 707,247 6,164,368

長期未払金 .................................................................................................................... 2,003 2,884 15,034

退職給付引当金 ............................................................................................................. 14,425 12,441 108,254

その他の固定負債.......................................................................................................... 727 134 5,454

固定負債合計.......................................................................................................... 838,557 722,706 6,293,110

契約債務

資本の部

資本金：

授権株式数―300,000,000株

発行済株式数：2002年3月31日―125,966,665株 ............................................. 49,054 — 368,133

2001年3月31日―124,715,592株 ............................................. — 49,054 —

資本準備金 .................................................................................................................... 80,956 72,236 607,549

利益準備金 .................................................................................................................... 12,263 12,252 92,033

任意積立金 .................................................................................................................... 350,800 299,300 2,632,645

当期未処分利益 ............................................................................................................. 61,685 63,978 462,925

その他有価証券評価差額金 ............................................................................................ 1,062 4,512 7,970

控除：自己株式（2002年に352,541株）................................................................... (2,931) — (21,995)

資本合計................................................................................................................. 552,889 501,332 4,149,260

負債及び資本合計 ................................................................................................... ¥1,670,481 ¥1,503,919 $12,536,444
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単位：百万円 単位：千米ドル

2002 2001 2002

営業収益：

営業貸付金利息. .................................................................................................................... ¥306,847 ¥282,664 $2,302,789

その他の営業収益 .................................................................................................................. 9,400 10,110 70,546

営業収益合計 .................................................................................................................. 316,247 292,774 2,373,335

営業費用：

金融費用 ............................................................................................................................... 21,179 22,069 158,945

一般管理費 ............................................................................................................................ 114,276 110,700 857,606

貸倒損失・貸倒引当金繰入額 ................................................................................................. 76,627 43,827 575,058

営業費用合計 .................................................................................................................. 212,082 176,596 1,591,609

営業利益......................................................................................................................... 104,165 116,178 781,726

その他の収益（費用）：

受取利息及び受取配当金........................................................................................................ 255 416 1,910

繰延資産償却額. .................................................................................................................... — (963) —

社債発行費 ............................................................................................................................ (25) (9) (185)

保険金及び保険配当金 ........................................................................................................... 392 321 2,940

匿名組合出資利益 .................................................................................................................. 963 1,803 7,226

投資有価証券売却益 .............................................................................................................. 1,831 1,972 13,738

有形固定資産売却損、純額 .................................................................................................... (587) (17,579) (4,406)

過年度退職給与引当金繰入額 ................................................................................................. — (709) —

関係会社清算益 ..................................................................................................................... — 1,780 —

会員権評価損......................................................................................................................... (162) (962) (1,216)

その他、純額......................................................................................................................... (409) (395) (3,058)

その他の収益（費用）合計、純額 ...................................................................................... 2,258 (14,325) 16,949

税引前当期純利益 ........................................................................................................... 106,423 101,853 798,675

法人税：

法人税、住民税及び事業税 .................................................................................................... 60,888 39,500 456,946

法人税等調整額 ..................................................................................................................... (15,715) (1,168) (117,935)

................................................................................................................................................ 45,173 38,332 339,011

当期純利益 ..................................................................................................................... ¥  61,250 ¥ 63,521 $ 459,664

単位：円 単位：米ドル

1株当たり金額：

当期純利益

希薄化前 ............................................................................................................................ ¥  491.09 ¥ 513.24 $ 3.69

希薄化後 ............................................................................................................................ 489.71 — 3.68

配当金................................................................................................................................... 100.00 90.00 0.75

加重平均株式数（千株）

希薄化前 ............................................................................................................................... 124,724 123,765

希薄化後 ............................................................................................................................... 125,075 —

1．米ドル金額は、便宜上、2002年3月31日現在における円相場1米ドル＝133.25円で換算しています。

2．自己株式の株数は、2001年3月期は加重平均株式数に含めていましたが、2002年3月期は改正商法に従い加重平均株式数から除いています。

単独損益計算書
プロミス株式会社
2002年3月31日及び2001年3月31日を以て終了した会計年度
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単位：百万円

当期 その他有価証券
株式数 資本金 資本準備金 利益準備金 任意積立金 未処分利益 評価差額金 自己株式

2000年3月31日現在残高 .......... 121,597,202 ¥48,898 ¥58,692 ¥11,569 ¥240,800 ¥70,298 ¥ — ¥ —

当期純利益 .................................... — — — — — 63,521 — —

利益準備金への繰入 ...................... — — — 683 — (683) — —

配当金........................................... — — — — — (10,422) — —

取締役及び監査役賞与 ................... — — — — — (236) — —

任意積立金への振替 ...................... — — — — 58,500 (58,500) — —

株式交換による新株発行 ............... 3,118,390 156 13,544 — — — — —

その他有価証券の時価評価、

税効果調整後 .................................. — — — — — — 4,512 —

2001年3月31日現在残高 .......... 124,715,592 ¥49,054 ¥72,236 ¥12,252 ¥299,300 ¥63,978 ¥4,512 ¥ —

当期純利益 .................................... — — — — — 61,250 — —

利益準備金への繰入 ...................... — — — 11 — (11) — —

配当金........................................... — — — — — (11,815) — —

取締役及び監査役賞与 ................... — — — — — (217) — —

任意積立金への振替 ...................... — — — — 51,500 (51,500) — —

株式交換による新株発行 ............... 1,251,073 — 8,720 — — — — —

その他有価証券の時価評価、

税効果調整後 .................................. — — — — — — (3,450) —

期首保有自己株式の組替 ............... — — — — — — — (2,921)

自己株式の増加 ............................. — — — — — — — (10)

2002年3月31日現在残高 .......... 125,966,665 ¥49,054 ¥80,956 ¥12,263 ¥350,800 ¥61,685 ¥1,062 ¥(2,931)

単位：千米ドル

当期 その他有価証券
資本金 資本準備金 利益準備金 任意積立金 未処分利益 評価差額金 自己株式

2001年3月31日現在残高................................... $368,133 $542,108 $91,953 $2,246,153 $480,136 $33,859 $ —

当期純利益 ............................................................ — — — — 459,664 — —

利益準備金への繰入............................................... — — 80 — (80) — —

配当金 ................................................................... — — — — (88,665) — —

取締役及び監査役賞与 ........................................... — — — — (1,638) — —

任意積立金への振替............................................... — — — 386,492 (386,492) — —

株式交換による新株発行 ........................................ — 65,441 — — — — —

その他有価証券の時価評価、

税効果調整後 ........................................................... — — — — — (25,889) —

期首保有自己株式の組替 ........................................ — — — — — — (21,918)

自己株式の増加 ..................................................... — — — — — — (77)

2002年3月31日現在残高................................... $368,133 $607,549 $92,033 $2,632,645 $462,925 $  7,970 $(21,995)

1．米ドル金額は、便宜上、2002年3月31日現在における円相場1米ドル＝133.25円で換算しています。

2．改正商法に基づき、従前は資産に計上していた自己株式は、2002年3月31日現在の貸借対照表では資本の控除項目として記載しています。
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