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《添付資料》 

１．企業集団の状況 
(1)当グループは、プロミス株式会社（以下、当社という。）及び連結子会社10社、非連結子会社４社、
関連会社３社（うち、持分法適用関連会社１社）から構成されております。当グループが営んでい
る主な事業内容、各関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

金融事業 

金融事業は当グループの主力事業であり、主に一般消費者に対し簡易な審査での無担保・無保証に
よる小口資金の直接融資（消費者金融業）を行っております。 
当グループでは、あらゆる層のお客さまに対し、グループ全体として総合的な消費者金融サービス
を提供できる体制づくりを進めており、国内におきましては、当社及びリッチ株式会社（連結子会社）、
株式会社シンコウ（連結子会社）、東和商事株式会社（連結子会社）、株式会社モビット（持分法適
用関連会社）がそれぞれ消費者金融業を営んでおります。 
また、海外におきましては、PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.（連結子会社）が香港で消費者金融業を
営んでおります。 
信販会社であるジーシー株式会社（連結子会社）は、関東地方を基盤に個品あっせん業及びクレジ
ットカード業を行っております。 

 

その他の事業 

上記の他、当グループは本業の消費者金融業で培ったノウハウを活かして、国内及び海外において
金融関連及び金融周辺事業を展開しております。 
株式会社パルコーポレーション（連結子会社）は、パルビルを中心としたテナントビル賃貸等の不
動産業を営むほか、当グループの業務支援を総合的に担う会社として、店舗・看板等の設計施工、信
用調査、旅行手配、事務受託等の各種サービスをグループ各社に提供しております。 
また、ＡＴＭ及びコンピュータ周辺機器の運営・管理業を営む株式会社ネットフューチャー（連結
子会社）は、ＡＴＭ利用ネットワークサービス及びテレマーケティングサービスをグループ各社に提
供しており、コンピュータのシステム設計及び運営・管理業を営む株式会社システム・トリニティ（連
結子会社）は、システム運用及びシステム開発をグループ各社に提供しております。 
海外におきましては、良京實業股分有限公司及び佑京實業股分有限公司の２社（連結子会社）が、

台湾で乗用車及びトラックの割賦販売業を展開しております。 
 

なお、上記以外の関係会社の会社名及び事業内容は、次のとおりであります。 
 

[国内関係会社名] [事業内容] 
パル債権回収株式会社 債権の管理回収 
株式会社全日本情報センター 有価証券の保有 
  
[海外関係会社名] [事業内容] 
PROMISE(EUROPE)S.A. ゴルフ場の経営 
PAL Investment(Cayman)Co.,Ltd. 中国（南京神州種子産業有限公司及び 
 ハルビン神農微維飼料有限公司）への投資 
南京神州種子産業有限公司 農作物の種子の生産、加工、販売 
ハルビン神農微維飼料有限公司 家畜用飼料添加剤及び飼料の生産、販売 
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(2)事業の系統図は次のとおりであります。 
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プ ロ ミ ス(株) 

(当社)

ジ ー シ ー(株) 

(連結子会社)

リ ッ チ(株)

(連結子会社)

(株)シ ン コ ウ 

(連結子会社)

東 和 商 事(株) 

(連結子会社)

(株)パルコーポレーション 

(連結子会社)

(株)ネットフューチャー 

(連結子会社)
 

(株)システム・トリニティ 

(連結子会社)
 

パ ル 債 権 回 収(株)

(子会社)
 

(株)全日本情報センター 

(子会社)
 

佑京實業股分有限公司

(連結子会社)
 

良京實業股分有限公司

(連結子会社)
 

PROMISE(HONG KONG) 
CO.,LTD.

(連結子会社)

PROMISE(EUROPE)S.A. 

(子会社)
 

PAL Investment 
  (Cayman)Co.,Ltd. 

(子会社)
ハルビン神農微維飼料 

有限公司
(関連会社)

南京神州種子産業 
有限公司

(関連会社)

(株)モ ビ ッ ト 

(持分法適用関連会社)



プロミス㈱連結 

－  － 3

(3)連結子会社の状況は、次のとおりであります。 
関係内容 

名称 住所 資本金 主要な事業の 
内容 

議 決 権
の 所 有
割合 

役員の
兼任等 資金援助 

営業上の
取引 

設備の 
賃貸借 

摘要 

ジーシー(株) 東京都 
千代田区 

百万円 
5,615 信販業 100.00% 兼任4名 (1名) 

同社への
債務保証
及び資金
貸付 

ATM、CDネ
ットワー
クの提携 

事務所等
の賃貸 (注)1. 

リッチ(株) 大阪市 
北区 

百万円 
1,000 消費者金融業 100.00% 兼任6名 (5名) 

同社への
債務保証
及び資金
貸付 

ATM ネ ッ
トワーク
の提携 

事務所等
の賃借 (注)2. 

(株)シンコウ 大阪市 
北区 

百万円 
400 消費者金融業 100.00% 兼任7名 (6名) 

同社への
債務保証
及び資金
貸付 

ATM ネ ッ
トワーク
の提携 

事務所等
の賃借 (注)2. 

東和商事(株) 東京都 
千代田区 

百万円 
1,000 消費者金融業 100.00% 兼任6名 (4名) 

同社への
資金貸付 

ATM ネ ッ
トワーク
の提携 

――― (注)2. 

(株)パルコーポ 
レーション 

大阪市 
北区 

百万円 
3,000 

不動産の販売・
仲介、店舗・看
板等の設計施工 

100.00% 兼任6名 (4名) 
同社への
資金貸付 ――― 事務所等の賃貸借  

(株)ネットフュー 
チャー 

東京都 
千代田区 

百万円 
300 

ATM及びコンピ
ュータ周辺機器
の運営・管理 

100.00% 兼任5名 (5名) 

同社への
債務保証
及び資金
貸付 

ATM ネ ッ
トワーク
の提携 

事務所等
の賃貸  

(株)システム・ 
トリニティ 

東京都 
千代田区 

百万円 
90 
コンピュータの
システム設計及
び運営・管理 

100.00% 兼任4名 (3名) 
同社への
資金貸付 ――― 事務所等の賃貸 (注)3. 

PROMISE(HONG 
KONG)CO.,LTD. 香港 

千香港ドル 
45,000 消費者金融業 100.00% 兼任4名 (2名) 

同社への
債務保証 ――― ―――  

良京實業股分 
有限公司 

台湾 
台北市 

千台湾ドル 
250,000 

自動車及び建築
資材等の物品の
割賦販売 

100.00% 
(40.00) 

兼任5名 
(4名) 

同社への
債務保証 ――― ――― (注)4. 

佑京實業股分 
有限公司 

台湾 
台北市 

千台湾ドル 
140,000 

自動車及び建築
資材等の物品の
割賦販売 

100.00% 兼任5名 (4名) ――― ――― ―――  

(注) 1. 上記子会社のうち、ジーシー(株)は特定子会社に該当します。 
   2. リッチ(株)、(株)シンコウ、東和商事(株)は平成14年４月１日を期してリッチ(株)を存続会社として合

併することが、当社取締役会において承認可決されております。 
   3. (株)システム・トリニティは重要性が増したため、当中間連結会計期間から新たに連結の範囲に含めて

おります。 
   4. 良京實業股分有限公司の「議決権の所有割合」の( )内は内数で、佑京實業股分有限公司による間接所

有割合であります。 
   5. 「役員の兼任等」欄の( )内は内数で、当社従業員の兼任者数であります。 
 

(4)持分法適用関連会社の状況は、次のとおりであります。 
関係内容 

名称 住所 資本金 主要な事業の 
内容 

議 決 権
の 所 有
割合 

役員の
兼任等 資金援助 

営業上の
取引 

設備の賃
貸借 

摘要 

(株)モビット 東京都 
港区 

百万円 
20,000 消費者金融業 45.00% 兼任4名 (1名) ――― 

ATM ネ ッ
トワーク
の提携 

事務所等
の賃貸  

(注) 「役員の兼任等」欄の( )内は内数で、当社従業員の兼任者数であります。 
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２．経営方針及び経営成績 
 (1)経営方針 

  1)経営の基本方針 
当企業集団は、多くのお客さまに支持され、永続的に発展を遂げて行くために、グループをあげて
「プロミスビジョン」の実現に全力で取り組んでおります。「プロミスビジョン」は、事業の戦略空
間を個人向け金融事業に「特化」し、お客さまのニーズや時代の変化に合わせて事業を「深化」させ、
更にお客さまとの関係を「活かす・助言する」という関係に「進化」させて行くことにより、お客さ
まに「即時性」「利便性」「安全性」「満足性」を提供し、アドバイス、サポートができる「パーソ
ナル・メインバンク」の実現を目指すものであります。「プロミスビジョン」実現の中核を担います
プロミス株式会社のビジネスモデルは、金融先進国であるアメリカでも注目され、平成13年４月にハ
ーバード・ビジネス・スクールのＭＢＡコースのケーススタディ教材として取り上げられております。 
個人向け金融事業における競争は、ますます厳しさを増す状況にありますが、多くのお客さまから
更なる支持を頂戴することにより、良質な融資残高の形成による事業拡大を図り、収益の確保を図っ
て参ります。今後はなお一層グループ資源及び資産の有効活用に努め、重要な経営指標に据えており
ます総資産利益率（ＲＯＡ）の改善を主眼に事業展開を図って参る所存であります。 
 

  2)利益配分に関する基本方針 
当企業集団は株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題としてとらえて参りました。今後も内部
留保を充実させ、財務体質の強化を図る一方、積極的な営業を通じて業績の向上に努め、常に株主の
皆様のご期待にお応えできる利益還元を目指して参ります。 
内部留保金につきましては、営業資金に充当するほか、営業チャネル拡充やＩＴ技術の高度化への
対応等、営業競争力強化に結びつく設備の新設・増強に重点を置いた戦略的投資に充てる方針であり
ます。 
 

  3)中長期的な経営戦略 
当企業集団を取り巻く環境におきましては、自己破産申立件数の増加に伴う債権悪化懸念も増大し
ております。プロミス株式会社におきましては、お客さまとの関係を「借りる・貸す」から「活かす・
助言する」へと深め、お客さまが多重多額債務に陥ることを未然に防ぐ「ナビゲーションシステム」
の本格的導入を平成13年７月から開始いたしました。「ナビゲーションシステム」では、1,760通り
の与信テーブルと与信ノウハウを分散分析モデルとして融合させ、お客さまの取引内容をデータとし
て蓄積し、ナビゲート・マネージャーが個別対応で最も適切な商品・返済プランの提案を行うことが
可能となります。今後プロミス株式会社では、「ナビゲーションシステム」の全社への浸透により、
お客さま一人ひとりにとって最適なサービスを提供し、プロミス株式会社だけのご利用で、末永くお
取り引き頂ける「ナビゲート型営業」への転換を図って参ります。 
また、新たなマーケットの創造と次世代に向けた収益の確保を目的に、プロミス株式会社の完全子
会社といたしましたリッチ株式会社、株式会社シンコウ、東和商事株式会社の三社は、平成14年４月
１日付けをもって合併し、新たに「株式会社ぷらっと」としてスタートすることとなりました。三社
合併により一層の経営の効率化によるコストダウンと収益性の向上が期待できることとなりました。 
資金調達につきましては、平成13年３月に「ゼロ金利政策」が復活しましたが、長期金利上昇懸念
は払拭できない状況であり、今後とも資金調達の多様化・安定化を図るとともに、コミットメントフ
ァシリティ等の新たな調達スキームの導入も積極的に行って参ります。また、金融機関からの借入金
につきましては、プロミス株式会社を中心に長期プライムレートによる低利かつ安定した資金調達を
基本とし、固定金利による借入比率を増やしていくことで、今後の金利変動に備えて参ります。更に、
国内無担保普通社債発行を積極的に行うことにより、直接調達・間接調達の適正なバランスを維持し
て参ります。 

 
  4)株式投資単位の引き下げについて 

平成13年10月１日の商法改正による株式投資への規制緩和に関連して、上場規程に株式投資単位の
水準を50万円未満となるよう努める旨が明示されることとなりました。株式売買単位を引き下げるこ
とにより、より多くの個人投資家にプロミス株式会社の株主となって頂けることが期待されることか
ら、プロミス株式会社におきましては、株価水準を考慮して、株式売買単位の変更を検討いたしてお
ります。 
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  5)会社の経営管理組織の整備等（コーポレートガバナンスの充実）に関する施策 
プロミス株式会社におきましては、「経営の透明性の向上」と「株主に対する情報開示の強化」を
通じて、コーポレートガバナンスの進化に取り組んでおります。また、グループ連結経営の一層の充
実を図るべく、関係会社の管理の一元化を徹底するとともに、平成13年10月から国内の連結対象会社
の大部分をプロミス株式会社本社所在地に集約いたしました。 
さらに「取締役会の活性化」「経営の意思決定のスピードアップ」「業務執行の監督機能の強化」
等も今後の大きな課題としてとらえ、的確に対処できる体制を目指して参ります。 
 

 (2)経営成績 

  1)当上半期の概況 
当上半期のわが国経済は、世界経済の一層の減速により、景気が悪化する中、過去最高となる5％
台の完全失業率、バブル崩壊後最低水準となる株価を記録し、個人消費の低迷とデフレ傾向の強まり
からＧＤＰのマイナス成長という厳しい環境が続きました。その一方でインターネット・ブロードバ
ンドが急速に普及し、複数のネット銀行が本格的に営業を開始するなど、eコマースがより身近なも
のになることにより、将来の顧客取引に大きな変化をもたらす動きが具体化して参りました。 
当企業集団では、このような激しい環境に柔軟に対応し、主力事業の消費者金融事業の強みを発揮
できるグループ体制の構築を図るために、金融子会社三社を「株式会社ぷらっと」に統合することを
決定し、グループ全体の経営資源の効率化推進を更に推し進め、高い質を伴った揺るぎ無い経営基盤
の構築を目指して参りました。 
 
当上半期の事業別の状況を示しますと次のようになります。 
 

  ①金融事業 
当企業集団の主力事業である消費者金融事業につきましては、多様化するお客さまのニーズにきめ
細やかにお応えできるサービス、システムの導入により、お取り引きを頂くお客さまも増加し、営業
貸付金残高が伸長したため、当上半期の「金融事業収益」（連結）は前年同期比17,944百万円(10.7％)
増の186,273百万円となりました。 
当上半期に取り組んだ主な施策は次のとおりであります。 
 

  a.グループ体制の強化 
 当企業集団におきましては、新たなマーケットの創造と次世代に向けた収益の確保を目的に、グ
ループ全体で消費者金融マーケットの広域・深耕開拓できる体制を構築いたしております。株式会
社三和銀行等との合弁会社株式会社モビットをロイヤルブランド、プロミス株式会社をメインブラ
ンド、リッチ株式会社、株式会社シンコウ、東和商事株式会社三社が合併した後の株式会社ぷらっ
とをスタンダードブランドと位置付け、三位一体となって幅広いお客さまの資金ニーズに応えられ
る「金利のフルライン化」による事業展開を図って参ります。 
 貸倒リスクが比較的高いスタンダードブランド市場では、プロミス株式会社が長年培って参りま
した与信システムと債権管理ノウハウを活用・注入することにより、事業リスクの極小化を図る事
に加えて、経営の効率化を進める事によって収益の確保を図って参ります。 
 また、平成13年７月に株式会社モビットが資本増強を目的に100億円の第三者割当増資を行い、こ
れに対してプロミス株式会社が50億円の引受を行ったため、出資比率が40％から45％に増加いたし
ました。新たな顧客層の開拓に大きな可能性を持ったロイヤルブランドとしての株式会社モビット
は、今後もプロミス株式会社と緊密な連携を保ち、大きく飛躍することが期待されております。 
 

  b.お客様相談室の設置 
 当企業集団の中核をなしますプロミス株式会社におきましては、平成13年４月に、お客様相談室
を設置いたしました。このお客様相談室は、プロミス株式会社をご利用頂いておりますお客さまか
らのご相談・ご意見・ご要望等が本社に直接届き、適時、的確な対応を図り、お客さまと円滑な取
引関係を築き上げることを目的に設置いたしました。今後はお客様相談室に寄せられました「お客
さまの声」を営業施策等に反映させ、お客さまの多様化するニーズに応えて参ります。平成13年４
月に改正施行された民事再生法による多重多額債務者の再生手続の簡素化や自己破産件数の増加等
の影響により、債権不良化懸念が高まる環境下ではありますが、債権管理におきましてもお客さま
とのご相談の機会を増やすことを主眼とした手法を積極的に導入することにより、貸倒償却の抑制
に努めて参ります。 
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 また、同じくプロミス株式会社におきましては、お客さまとの関係を「借りる・貸す」から「活
かす・助言する」へと深める「ナビゲーションシステム」の本格的導入を平成13年７月から開始い
たしました。プロミス株式会社の「核」競争力である「人的対応力」と「ナビゲーションシステム」
が結びつくことにより、お客さまとの好循環コミュニケーションを図ることが可能になります。 
 今後は全社をあげて「ナビゲート型営業」への転換を図り、お客さまに最適な商品・サービスを
提供することによって、末永くお取り引き頂けるようサービスの充実を図って参ります。 
 

  c.お客さまの利便性の更なる向上 
 プロミス株式会社におきましては、お客さまの利便性の更なる向上に向けて、独創的な商品の開
発を進める「商品革命」、お客さまにとって必要な情報をすばやく提供する「情報革命」、そして
新たな取引チャネルの開拓とデビットカード・電子マネー等の新技術に対応する「取引革命」に取
り組んでおります。 
 その一環として、株式会社ファミリーマートに続いて平成13年８月から株式会社ローソンに設置
されている端末機「Loppi」を利用し、24時間入金を可能とした他、都市銀行とのＡＴＭ提携を進め、
株式会社三和銀行に続いて、平成13年５月から株式会社大和銀行において入出金、同８月から株式
会社東海銀行において従来からの出金に加えて入金が可能となりました。 
 今後もお客さまにご利用頂きやすい取引チャネルの開拓に注力し、利便性の更なる向上と取引機
会の増大に努めて参ります。 
 

  ②その他の事業 
その他の事業につきましては、当上半期において、従来から子会社であった株式会社システム・ト
リニティを連結の範囲に含めたこともあり、当上半期の「その他の事業収益」（連結）は前年同期比
1,136百万円(13.8％)増の9,369百万円となりました。 
なお、平成13年３月に設立いたしましたパル債権回収株式会社は、「債権管理回収業に関する特別
措置法」に基づく債権管理回収業務を営む事を目的に、平成13年７月に法務大臣より営業許可を取得
して営業を開始いたしました。平成13年10月から「債権管理回収業に関する特別措置法」に規定され
る特定金銭債権の範囲が拡大され、様々な債権が取扱可能となることから、パル債権回収株式会社の
設立の趣旨である新たな成長基盤の確保と収益力の強化は早期に実現されるものと期待されており
ます。 

 
以上の結果、当上半期の連結業績は、営業収益では前年同期比19,080百万円(10.8％)増の195,642
百万円となり、利益面では経常利益が前年同期比307百万円(△0.5％)減の65,028百万円、中間純利益
が前年同期比1,054百万円(2.9％)増の36,944百万円となりました。 
 
当上半期の中間連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
当上半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中
間純利益が65,159百万円と高水準であったものの、営業貸付金残高の増加、売上等債権残高の増加な
どにより前期末に比べ8,852百万円（△8.5％）減少し、当上半期末には95,115百万円となりました。 
 

  （営業活動によるキャッシュ･フロー） 
当上半期において営業活動による資金の減少は20,695百万円（前年同期比△31.1％）となりました。
これは、税金等調整前中間純利益が65,159百万円となりましたものの、主力事業である消費者金融事
業の融資における営業貸付金残高が伸長し71,259百万円（前年同期比△5.8％）の増加となったこと
と、売上等債権の増加7,643百万円（前年同期比＋272.9％）などによるものであります。 
 

  （投資活動によるキャッシュ･フロー） 
当上半期において投資活動による資金の減少は13,669百万円（前年同期比＋216.6％）となりまし
た。これは、優先出資証券の購入13,300百万円と株式会社モビットの第三者割当増資引受5,000百万
円等による投資有価証券の取得による支出18,305百万円、投資有価証券の整理売却による収入3,018
百万円及び有形固定資産の取得による支出2,640百万円などによるものであります。 
 

  （財務活動によるキャッシュ･フロー） 
当上半期において財務活動による資金の増加は24,901百万円（前年同期比＋4,210.1％）となりま
した。これは、無担保普通社債発行による増加44,719百万円と償還20,000百万円及び借入金の純減少
3,100百万円などによるものであります。 
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  2)通期の見通し 
わが国経済の見通しにつきましては、政府が日本経済再生の為の７つの改革プログラムパッケージ
による構造改革の断行を宣言し、金融市場調整のために日本銀行当座預金残高を６兆円以上に増額す
るとともに長期国債の買入を月６千億円ベースに増額することを決定しましたが、アメリカにおける
同時多発テロに端を発する世界同時不況への突入懸念も消えず、先行き全く予断を許さない厳しい状
況が続くものと見られます。 
この様な経済環境下で、企業収益が圧迫され雇用調整が行われた結果、５％台という過去最高の失
業率を記録したとおり、失業により返済の原資を失ったお客さまが増加することによって、当業界内
でも延滞債権、貸倒債権が急増する懸念が膨らんできております。競合する同業他社では、既存事業
による債権不良化の傾向を打破するため、クレジットカード会社買収による新たなビジネスモデルの
探求や地銀等との提携による保証業務受託による新たなビジネスチャンスの模索等により、良質な債
権の獲得を図るところも出て来ており、消費者金融業市場の競合は新たな局面を迎えつつあります。 
このような市場環境下におきましても、当企業集団における消費者金融事業は、プロミス株式会社
を中核とし、株式会社モビット、平成14年４月から株式会社ぷらっととして生まれ変わるリッチ株式
会社、株式会社シンコウ、東和商事株式会社とともに様々なお客さまのニーズに応えられる「金利の
フルライン化」体制の完成を目指し、グループをあげて良質な債権による融資残高の伸長を図り、安
定した収益の確保に努めて参ります。 
プロミス株式会社におきましては、インターネットを利用したバーチャル店舗「サイバーショップ 
プロミス」におけるインターネット・サービス機能と「はじめてコール」等のコールセンター機能を
統合する総合サービスセンター構想の早期実現により、新たなお客さまとの接点の創造を図って参り
ます。更に、平成13年７月から導入いたしました「ナビゲーションシステム」を早期に全社に浸透さ
せ、「ナビゲート型営業」への転換を徹底して参ります。 
また、幅広い層のお客さまと新たな市場に対してサービスの提供を図るべく、異業種・異業態企業
との戦略的提携による新たなビジネスモデルの確立にも注力して参るとともに、ｅコマース等先端技
術を活用した未来型金融事業に対する調査・研究も積極的に推し進め、ＩＣカードシステム等への即
応体制の確立を目指して参ります。 
 
通期の連結業績見通しといたしましては、営業収益398,242百万円（前年同期比10.7％増）、経常
利益128,823百万円（前年同期比0.5％増）、当期純利益73,260百万円（前年同期比13.0％増）を見込
んでおります。 

   
  (注) 「経営方針及び経営成績」に記載されている金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３．中間連結財務諸表等 

(1)中間連結貸借対照表 
(単位：百万円) 

前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前 連 結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成13年３月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 
％ ％ ％ 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 1.現金及び預金  53,986   53,340   67,832  

 2.受取手形及び売掛金  59,207   58,037   52,293  

 3.営業貸付金  1,329,330   1,490,190   1,418,656  

 4.有価証券  1,130   1,132   1,131  

 5.短期貸付金  61,377   48,988   44,694  

 6.繰延税金資産  16,334   21,126   16,789  

 7.その他  22,555   27,953   24,905  

 8.貸倒引当金  △55,481   △70,949   △61,137  

  流動資産合計  1,488,440 91.7  1,629,819 92.9  1,565,164 93.2 

Ⅱ 固定資産          

 (1)有形固定資産          

 1.建物及び構築物 33,893   30,346   30,194   

  減価償却累計額 14,636 19,257  12,518 17,828  12,112 18,082  

 2.器具備品及び運搬具 38,438   40,542   39,225   

  減価償却累計額 24,051 14,386  27,651 12,891  25,682 13,542  

 3.土地  28,714   12,769   12,728  

  有形固定資産合計  62,358 3.8  43,488 2.5  44,353 2.6 

 (2)無形固定資産          

 1.連結調整勘定  5,220   5,822   6,158  

 2.その他  8,955   8,648   8,727  

  無形固定資産合計  14,175 0.9  14,471 0.8  14,885 0.9 

 (3)投資その他の資産          

 1.投資有価証券  30,013   34,718   24,719  

 2.繰延税金資産  1,518   3,495   1,562  

 3.その他  26,931   27,952   28,707  
  投資その他の資産 
  合計  58,463 3.6  66,166 3.8  54,990 3.3 

  固定資産合計  134,996 8.3  124,126 7.1  114,229 6.8 

Ⅲ 繰延資産          

 1.新株発行費  481 0.0  － －  － － 

  資産合計  1,623,919 100.0  1,753,946 100.0  1,679,394 100.0 
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(単位：百万円) 

前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前 連 結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成13年３月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 ％ ％ ％ 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 1.買掛金  721   1,597   1,145  

 2.短期借入金  280,085   244,286   266,595  

 3.１年内償還予定社債  20,000   20,000   30,000  

 4.未払法人税等  26,394   32,676   20,495  

 5.賞与引当金  4,498   4,764   5,051  

 6.その他  34,698   41,910   31,251  

  流動負債合計  366,400 22.6  345,234 19.7  354,539 21.1 

Ⅱ 固定負債          

 1.社債  207,000   262,000   227,000  

 2.長期借入金  544,070   580,701   560,360  

 3.退職給付引当金  10,034   12,406   11,970  

 4.役員退職慰労引当金  827   1,090   980  

 5.その他  9,749   5,528   7,039  

  固定負債合計  771,681 47.5  861,726 49.1  807,350 48.1 

  負債合計  1,138,082 70.1  1,206,960 68.8  1,161,890 69.2 

(少数株主持分)          

  少数株主持分  － －  － －  － － 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金  49,010 3.0  49,053 2.8  49,053 2.9 

Ⅱ 資本準備金  75,557 4.7  82,483 4.7  82,483 4.9 

Ⅲ 連結剰余金  361,270 22.2  416,225 23.8  384,667 22.9 
Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金  3,384 0.2  2,180 0.1  4,518 0.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定  △464 △0.0  △36 △0.0  △298 △0.0 

  488,758   549,907   520,424  

Ⅵ 自己株式  △2,921 △0.2  △2,921 △0.2  △2,920 △0.2 

  資本合計  485,837 29.9  546,985 31.2  517,504 30.8 
  負債、少数株主持分 
  及び資本合計  1,623,919 100.0  1,753,946 100.0  1,679,394 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 
(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 
％ ％ ％ 

Ⅰ 営業収益          
 1.営業貸付金利息     178,957     
 2.その他の金融収益     579     
 3.商品売上高     7,098     
 4.その他の営業収益     9,006     
  営業収益合計  176,562 100.0  195,642 100.0  359,641 100.0 
Ⅱ 営業費用          
 1.金融費用     12,359     
 2.商品売上原価     6,235     
 3.その他の営業費用          
 (1)広告宣伝費    14,091      
 (2)貸倒引当金繰入額    37,486      
 (3)従業員給料及び賞与    13,893      
 (4)賞与引当金繰入額    4,457      
 (5)退職給付費用    1,376      
 (6)役員退職慰労引当金繰入

額    86      

 (7)福利厚生費    2,002      
 (8)賃借料    7,038      
 (9)減価償却費    4,110      
 (10)支払手数料    7,675      
 (11)通信費    3,400      
 (12)連結調整勘定当期償却額    335      
 (13)その他    14,913 110,866     
  営業費用合計  113,315 64.2  129,461 66.2  232,223 64.6 
   営業利益  63,246 35.8  66,180 33.8  127,418 35.4 
Ⅲ 営業外収益          
 1.受取利息 47   －   86   
 2.受取配当金 148   －   248   
 3.受取利息及び受取配当金 －   195   －   
 4.有価証券売却益 2,693   －   2,693   
 5.匿名組合出資利益 520   842   1,861   
 6.その他 347 3,757 2.1 304 1,341 0.7 1,249 6,139 1.7 
Ⅳ 営業外費用          
 1.支払利息 242   287   498   
 2.新株発行費償却 481   －   963   
 3.持分法による投資損失 659   1,735   3,154   
 4.その他 284 1,667 0.9 471 2,493 1.3 807 5,422 1.5 
  経常利益  65,335 37.0  65,028 33.2  128,135 35.6 
Ⅴ 特別利益          
 1.関係会社清算益 －   －   639   
 2.投資有価証券売却益 15   1,339   －   
 3.その他 7 23 0.0 2 1,341 0.7 51 691 0.2 
Ⅵ 特別損失          
 1.退職給付会計基準変更時 
  差異 708   －   708   

 2.固定資産除売却損 196   183   18,242   
 3.投資有価証券売却損 －   882   788   
 4.会員権評価損 849   83   1,110   
 5.拠出基金償却額 500   －   500   
 6.その他 96 2,351 1.3 61 1,211 0.6 82 21,433 6.0 
  税金等調整前中間(当期) 
  純利益  63,008 35.7  65,159 33.3  107,392 29.8 

  法人税、住民税及び事業税 26,316   32,561   42,887   
  法人税等調整額 801 27,118 15.3 △4,347 28,214 14.4 △340 42,547 11.8 
  中間(当期)純利益  35,889 20.4  36,944 18.9  64,845 18.0 
          



プロミス㈱連結 

－  － 11

(3)中間連結剰余金計算書 
(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

科目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 連結剰余金期首残高  330,502  384,667  330,502 

Ⅱ 連結剰余金増加高       
  1.連結子会社の増加に伴う 
   剰余金増加高  －  469  － 

Ⅲ 連結剰余金減少高       

  1.配当金 4,863  5,596  10,421  

  2.役員賞与 258  260  258  

   (うち監査役賞与) ( 22) 5,122 ( 25) 5,856 ( 22) 10,679 

Ⅳ 中間(当期)純利益  35,889  36,944  64,845 

Ⅴ 連結剰余金中間期末(期末)残高  361,270  416,225  384,667 
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度の要約
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

科目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
 1. 税金等調整前中間(当期)純利益 63,008 65,159 107,392 
 2. 減価償却費 4,629 4,110 9,266 
 3. 連結調整勘定償却額 274 335 549 
 4. 貸倒引当金の増加額 3,051 9,615 7,200 
 5. 賞与引当金の減少額 △ 520 △ 368 △ 53 
 6. 退職給与引当金の減少額 △ 8,991 － △ 8,991 
 7. 退職給付引当金の増加額 10,034 373 11,904 
 8. 役員退職慰労引当金の増加額(△は減少額) △ 31 79 46 
 9. 受取利息及び受取配当金 △ 195 △ 195 △ 334 
 10. 支払利息 242 287 498 
 11. 持分法による投資損失 659 1,735 3,154 
 12. 有価証券売却益 △ 2,693 － △ 2,693 
 13. 投資有価証券売却益 － △ 1,339 － 
 14. 投資有価証券売却損 － 882 － 
 15. 有形固定資産除売却損 196 183 18,242 
 16. 匿名組合出資利益 △ 520 △ 842 △ 1,861 
 17. 関係会社清算益 － － △ 639 
 18. 営業貸付金の増加額 △ 75,629 △ 71,259 △ 136,769 
 19. 売上等債権の減少額(△は増加額) △ 2,049 △ 7,643 3,190 
 20. 仕入等債務の増加額(△は減少額) △ 217 △ 816 856 
 21. その他 3,954 △ 246 5,278 
    小計 △ 4,797 49 16,235 
 22. 利息及び配当金の受取額 187 187 337 
 23. 利息の支払額 △ 224 △ 288 △ 469 
 24. 法人税等の支払額 △ 25,187 △ 20,643 △ 47,665 
    営業活動によるキャッシュ・フロー △ 30,022 △ 20,695 △ 31,562 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
 1. 有価証券の売却による収入 3,589 － 3,589 
 2. 有形固定資産の取得による支出 △ 3,982 △ 2,640 △ 6,902 
 3. 有形固定資産の売却による収入 307 129 306 
 4. 投資有価証券の取得による支出 △ 5,501 △ 18,305 △ 6,349 
 5. 投資有価証券の売却による収入 717 3,018 4,792 
 6. 連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の取得による支出 △ 3,797 － △ 3,797 

 7. 株式交換による子会社資金の受入額 4,467 － 6,194 
 8. 貸付けによる支出 △ 10,590 △ 10,800 △ 35,690 
 9. 貸付金の回収による収入 13,157 11,119 29,375 
 10. その他 △ 2,685  3,808 △ 1,254 
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,318 △ 13,669 △ 9,734 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
 1. コマーシャルペーパーの純収支額 947 10,823 △ 1,742 
 2. 短期借入れによる収入 30,473 26,275 61,525 
 3. 短期借入金の返済による支出 △ 36,140 △ 28,759 △ 65,340 
 4. 長期借入れによる収入 146,208 140,356 323,707 
 5. 長期借入金の返済による支出 △ 171,518 △ 140,973 △ 355,513 
 6. 社債の発行による収入 41,730 44,719 71,547 
 7. 社債の償還による支出 － △ 20,000 － 
 8. ストックオプションに伴う 
   自己株式の取得による支出 △ 2,920 － △ 2,920 

 9. 親会社による配当金の支払額 △ 4,863 △ 5,596 △ 10,421 
 10. その他 △ 3,340 △ 1,945 △ 5,761 
   財務活動によるキャッシュ・フロー 577 24,901 15,079 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 23 52 54 
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 33,740 △ 9,410 △ 26,162 
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 131,329 103,968 131,329 
Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 558 － 
Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － － △ 1,198 
Ⅸ 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高 97,589 95,115 103,968 
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(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

1)連結の範囲に関する事項 

①連結子会社数 10社 
主要な連結子会社名 
[国 内] ：ジーシー株式会社 
  リッチ株式会社 
  株式会社シンコウ 
  東和商事株式会社 
  株式会社パルコーポレーション 
  株式会社ネットフューチャー 
  株式会社システム・トリニティ（新規） 
  計 ７社 

なお、株式会社システム・トリニティは重要性が増したため、当中間連結会計期間より連結の
範囲に含めております。 
[海 外] ：PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 
  良京實業股分有限公司 
  佑京實業股分有限公司 
  計 ３社 

 
②主要な非連結子会社の名称等 
パル債権回収株式会社、PROMISE(EUROPE)S.A.他 

（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、中間純損益（持分に見合
う額）及び剰余金（持分に見合う額）は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい
ないためであります。 

 

2)持分法の適用に関する事項 

①持分法適用の関連会社数 １社 
主要な会社名：株式会社モビット 

 
②持分法を適用していない非連結子会社（パル債権回収株式会社、PROMISE(EUROPE)S.A.他）及び
関連会社（南京神州種子産業有限公司他）は、それぞれ中間連結純損益及び連結剰余金に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま
す。 

 
③持分法適用会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 

 

3)連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 
会社名  中間決算日 

PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.  ６ 月 30日 
良京實業股分有限公司  ６ 月 30日 
佑京實業股分有限公司  ６ 月 30日 

上記連結子会社については、連結子会社の中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。
ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま
す。 
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4)会計処理基準に関する事項 

①重要な資産の評価基準及び評価方法 
a.有価証券 
 その他有価証券 
 1.時価のあるものは、中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。 
  なお、評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しており
ます。 

 2.時価のないものは、移動平均法による原価法によっております。 
b.デリバティブは時価法によっております。 

 
②重要な減価償却資産の減価償却の方法 
a.有形固定資産は主に定率法によっております。 
  ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く。）については、定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
  建物及び構築物 ３～50年、器具備品及び運搬具 ２～20年 
b.無形固定資産は定額法によっております。 
  ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。 
c.長期前払費用は均等償却しております。 

 
③重要な引当金の計上基準 
a.貸倒引当金 
   債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計上しております。なお、営業貸付金等の
状況に応じ、必要と見込まれる額まで追加計上することにしております。 

   また、在外連結子会社は、債権の回収可能性を評価して必要額を計上しております。 
b.賞与引当金 
   中間連結会計期間末に在籍する使用人に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準
により計上しております。 
c.退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。 
d.役員退職慰労引当金 
   役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 
④重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 
外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。 
なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘
定に含めて計上しております。 
 
⑤重要なリース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 
⑥重要なヘッジ会計の方法 
a.ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たす金利キャップ・金利スワ
ップについては、特例処理を採用しております。 
b.ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段 ： 金利キャップ及び金利スワップ 
   ヘッジ対象 ： 将来の市中金利上昇が調達コスト（支払利息）の上昇に繋がる変動金利調達 
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c.ヘッジ方針 
   ヘッジ取引は、資金調達における金利の急激な変動が収益に与える影響を軽減化する目的で
行うことを基本方針としております。 
d.ヘッジの有効性の評価方法 
   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事によ
り、有効性を評価しております。 
e.リスク管理体制 
   当社は、市場リスクの管理について「財務規程」の中で、財務活動上発生するリスク毎にリ
スク管理方法を定めた「リスク別管理要項」を設けております。 

   なお、「リスク別管理要項」は環境の変化に応じて適時見直しを行い、見直しのつど取締役
会に報告しております。 

   また、連結子会社は事前に当社の承認を得た上でヘッジ取引を実施しております。 
 
⑦その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 
a.収益及び費用の計上基準 
 1.営業貸付金利息 
   営業貸付金利息は、発生基準により計上しております。 
   なお、営業貸付金に係る未収利息について、当社及び国内連結子会社は利息制限法利率又は
約定利率のいずれか低い方により計上しており、在外連結子会社は約定利率により計上してお
ります。 
 2.割賦販売に係る収益の計上基準 
   割賦契約に基づき販売された商品の売上利益は、回収期日到来基準に基づいて計上しており
ます。 
b.消費税等の会計処理 
   消費税及び地方消費税の会計処理は、当社は税抜方式、子会社は主に税抜方式によっており
ます。 

 

5)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引
き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 

6)表示方法の変更 

(中間連結損益計算書関係) 

 従来、区分掲記しておりました「受取利息」（当中間連結会計期間 66百万円）及び「受取配当
金」（当中間連結会計期間 129百万円）は、いずれも営業外収益の総額の百分の十以下であるため、
当中間連結会計期間より「受取利息及び受取配当金」として一括して掲記することといたしました。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「投資有価
証券売却益」は当中間連結会計期間より、営業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記すること
といたしました。 
 なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券売却益」の金額は 15百万円であります。 
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7)追加情報 

当中間連結会計期間より「消費者金融業における標準財務諸表様式（改訂）」(平成13年５月10
日付(社)全国貸金業協会連合会)に基づき、以下の変更を行っております。 
従来、営業収益及び営業費用は一括して「営業収益」及び「営業費用」として表示し、その内容
及び金額を注記することにしておりましたが、消費者金融業における標準財務諸表様式（改訂）に
準拠し、当中間連結会計期間から営業収益及び営業費用の各科目を中間連結損益計算書において区
分掲記することにいたしました。 
なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業収益及び営業費用の表示を、当中間
連結会計期間と同一の表示方法によった場合は次のようになります。 
 

(単位：百万円) 

科目 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

Ⅰ 営業収益     

 1.営業貸付金利息  160,988  327,820 

 2.その他の金融収益  221  783 

 3.商品売上高  6,525  12,620 

 4.その他の営業収益  8,827  18,416 

  営業収益合計  176,562  359,641 

Ⅱ 営業費用     

 1.金融費用  13,447  26,713 

 2.商品売上原価  5,728  11,112 

 3.その他の営業費用     

   広告宣伝費 12,765  25,998  

   貸倒引当金繰入額 25,700  55,867  

   従業員給料及び賞与 12,832  30,045  

   賞与引当金繰入額 4,322  4,792  

   退職給付引当金繰入額 1,235  －  

退職給付費用 －  4,039  

   役員退職慰労引当金繰入額 56  132  

   福利厚生費 1,873  3,658  

   賃借料 6,685  13,264  

   減価償却費 4,629  9,266  

   支払手数料 6,985  14,062  

   通信費 3,076  6,171  

   連結調整勘定当期償却額 274  549  

   その他 13,702 94,140 26,550 194,397 

  営業費用合計  113,315  232,223 
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(6)注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日現在 

1. 受取手形及び売掛金の内訳は次
のとおりであります。 

(単位：百万円) 
内容 金額 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 9,978 
 割賦売掛金 1,313 

計 11,291 
(割賦購入あっせん)  
  割賦売掛金 47,916 

合計 59,207 
 

1. 受取手形及び売掛金の内訳は次
のとおりであります。 

(単位：百万円) 
内容 金額 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 10,378 
 割賦売掛金 1,782 

計 12,160 
(割賦購入あっせん)  
  割賦売掛金 45,575 
(一般売上)  
  受取手形・売掛金 301 

合計 58,037 
  

1. 受取手形及び売掛金の内訳は次
のとおりであります。 

(単位：百万円) 
内容 金額 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 9,804 
  割賦売掛金 1,512 

計 11,317 
(割賦購入あっせん)  
  割賦売掛金 40,718 
(一般売上)  
  売掛金 257 

合計 52,293 
 

2. 担保に供している資産及びその
対応する債務 

2. 担保に供している資産及びその
対応する債務 

2. 担保に供している資産及びその
対応する債務 

 イ）担保に供している資産 
(単位：百万円)

種類 中間期末 
帳簿価額 

預金 942 
受取手形及び売掛金 29,768 
営業貸付金 281,272 
建物・土地 929 
投資その他の資産
その他 54 

計 312,966 
 

 イ）担保に供している資産 
(単位：百万円)

種類 中間期末 
帳簿価額 

預金 740 
受取手形及び売掛金 19,828 
営業貸付金 266,072 
建物・土地 8,474 
その他 83 

計 295,199 
 

 イ）担保に供している資産 
(単位：百万円)

種類 期末帳簿 
価額 

預金 712 
受取手形及び売掛金 23,742 
営業貸付金 277,841 
建物・土地 9,065 
その他 635 

計 311,996 
 

 ロ）対応する債務 
(単位：百万円) 

科目 中間期末残高 
短期借入金 92,583 
流動負債その他 5,728 
長期借入金 189,546 
固定負債その他 3,355 

計 291,213 
 

 ロ）対応する債務 
(単位：百万円) 

科目 中間期末残高 
短期借入金 80,441 
流動負債その他 3,672 
長期借入金 187,506 
固定負債その他 1,161 

計 272,781 
 

 ロ）対応する債務 
(単位：百万円) 

科目 期末残高 
短期借入金 94,489 
流動負債その他 4,747 
長期借入金 185,943 
固定負債その他 1,861 

計 287,042 
 

 ① 上記のほか、受取手形及び売
掛金8,988百万円及び営業貸付
金364,906百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、短
期借入金117,323百万円（１年内
返済予定長期借入金を含む。）、
流動負債の「その他」1,128百万
円、長期借入金339,350百万円で
あります。 

 ① 上記のほか、受取手形及び売
掛金10,608百万円及び営業貸付
金362,988百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、短
期借入金100,052百万円（１年内
返済予定長期借入金を含む。）、
長期借入金258,794百万円であ
ります。 

 ① 上記のほか、受取手形及び売
掛金11,260百万円及び営業貸付
金359,281百万円について、債権
譲渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、短
期借入金106,174百万円（１年内
返済予定長期借入金を含む。）、
長期借入金249,218百万円であ
ります。 

 ② 建物・土地のうち122百万円
は、賃貸借契約の保証金返還債
務に対する担保に供しておりま
す。 

  

 ② 建物・土地のうち119百万円
は、賃貸借契約の保証金返還債
務に対する担保に供しておりま
す。 

 ② 建物・土地のうち120百万円
は、賃貸借契約の保証金返還債
務に対する担保に供しておりま
す。 

3. 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,317,215百万円で
あります。 

3. 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,477,934百万円で
あります。 

3. 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,406,327百万円で
あります。 
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前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日現在 

4.     ――――― 4. 担保受入金融資産 
  短期貸付金には48,911百万円の
現先取引が含まれております。 
  これにより、現先有価証券の売
手から担保として受入れた有価証
券の内容及び中間期末時価は、次
のとおりであります。 

(単位：百万円)
内容 時価 

コマーシャルペーパー 38,807 
有価証券 10,051 

計 48,858 
  

4.     ――――― 

5. 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、7,694百
万円であります。 

5. 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、16,121
百万円であります。 
  

5. 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、5,068百
万円であります。 

6.     ――――― 6. 当座貸越契約（これに準ずる契
約を含む。）及び貸出コミットメ
ント契約による借入未実行残高
は、次のとおりであります。 
  なお、借入未実行残高のない契
約は除いております。 
（当座貸越契約） 
  借入枠     14,354百万円 
  借入実行残高   7,980百万円 
   差引      6,374百万円 
（貸出コミットメント契約） 
  借入枠     74,186百万円 
  借入実行残高   8,709百万円 
   差引     65,476百万円 
  

6.     ――――― 

7. 不良債権の状況 
  不良債権の状況については、「特
定金融会社等の会計の整理に関す
る命令」（平成11年総理府令、大
蔵省令第32号）第21条及び同附則
により、当中間連結会計期間末よ
り、開示を行っております。 

(単位：百万円) 
区分 金額 

破綻先債権 62 
延滞債権 142 
３ヵ月以上延滞債権 8,952 
貸出条件緩和債権 28,736 

計 37,894 
 

7. 不良債権の状況 
――――― 

 
 
 
 
 

(単位：百万円)
区分 金額 

破綻先債権 21 
延滞債権 262 
３ヵ月以上延滞債権 17,594 
貸出条件緩和債権 31,916 

計 49,794 
 

7. 不良債権の状況 
――――― 

 
 
 
 
 

(単位：百万円) 
区分 金額 

破綻先債権 108 
延滞債権 171 
３ヵ月以上延滞債権 7,923 
貸出条件緩和債権 30,787 

計 38,991 
 

 ① 破綻先債権とは、元本又は利
息の支払の遅延が相当期間継続
していることその他の事由によ
り元本又は利息の取り立て又は
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
権であります。 

 ① 同左  ① 同左 
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前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日現在 

 ② 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
営再建又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ります。 

 ② 同左  ② 同左 

 ③ ３ヵ月以上延滞債権とは、元
本又は利息の支払が、約定支払
日の翌日から３ヵ月以上遅延し
ている貸付金で、破綻先債権及
び延滞債権に該当しないもので
あります。 

 ③ 同左  ③ 同左 

 ④ 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決めを行
った貸付金で、破綻先債権、延
滞債権及び３ヵ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

 ④ 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決めを行
った貸付金で、破綻先債権、延
滞債権及び３ヵ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

   なお、「貸出条件緩和債権」
31,916百万円のうちには、延滞
日 数 が 30 日 以 内 の も の が 
28,358百万円含まれておりま
す。 

 ④ 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決めを行
った貸付金で、破綻先債権、延
滞債権及び３ヵ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

   なお、「貸出条件緩和債権」
30,787百万円のうちには、延滞
日 数 が 30 日 以 内 の も の が 
27,406百万円含まれておりま
す。 



プロミス㈱連結 

－  － 20

(中間連結損益計算書関係) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

1.     ――――― 1. その他の金融収益の内容は次の
とおりであります。 

(単位：百万円)
(1) 預金利息 21 
(2) 有価証券利息 0 
(3) 貸付金利息 7 
(4) その他 550 

計 579 
  

1.     ――――― 

2. 営業収益の内容は次のとおりで
あります。 

(単位：百万円)
(1) 営業貸付金利息 160,988 
(2) 商品売上高 6,525 
(3) その他の営業収益 9,048 

計 176,562 
  

2.     ――――― 2. 営業収益の内容は次のとおりで
あります。 

(単位：百万円)
(1) 営業貸付金利息 327,820 
(2) 商品売上高 12,620 
(3) その他の営業収益 19,200 

計 359,641 
 

3.     ――――― 3. 金融費用の内容は次のとおりで
あります。 

(単位：百万円)
(1) 支払利息 9,162 
(2) 社債利息 2,792 
(3) その他 404 

計 12,359 
  

3.     ――――― 

4. 営業費用の内容は次のとおりで
あります。 

(単位：百万円)
 (1) 金融費用 13,447 
 (2) 商品売上原価 5,728 
 (3) その他の営業費用 94,140 

計 113,315 
 

4.     ――――― 4. 営業費用の内容は次のとおりで
あります。 

(単位：百万円)
 (1) 金融費用 26,713 
 (2) 商品売上原価 11,112 
 (3) その他の営業費用 194,397 

計 232,223 
 
  なお、その他の営業費用の費目
及び金額は、次のとおりでありま
す。 

  なお、その他の営業費用の費目
及び金額は、次のとおりでありま
す。 

(単位：百万円)
 (1) 広告宣伝費 12,765 
 (2) 貸倒引当金繰入額 25,700 
 (3) 従業員給料及び賞与 12,832 
 (4) 賞与引当金繰入額 4,322 
 (5) 退職給付引当金繰入額 1,235 
 (6) 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

56 

 (7) 福利厚生費 1,873 
 (8) 賃借料 6,685 
 (9) 減価償却費 4,629 
(10) 支払手数料 6,985 
(11) 通信費 3,076 
(12) 連結調整勘定当期償 
   却額 

274 

(13) その他 13,702 
計 94,140 

 

 

(単位：百万円)
 (1) 広告宣伝費 25,998 
 (2) 貸倒引当金繰入額 55,867 
 (3) 従業員給料及び賞与 30,045 
 (4) 賞与引当金繰入額 4,792 
 (5) 退職給付費用 4,039 
 (6) 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

132 

 (7) 福利厚生費 3,658 
 (8) 賃借料 13,264 
 (9) 減価償却費 9,266 
(10) 支払手数料 14,062 
(11) 通信費 6,171 
(12) 連結調整勘定当期償 
   却額 

549 

(13) その他 26,550 
計 194,397 
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前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

5.     ――――― 5.     ――――― 5. 関係会社清算益は、(株)パルサ
ービス581百万円、(株)ホリデイジ
ョイ・トラベルサービス57百万円
に係るものであります。 
  

6.     ――――― 6. 固定資産除売却損は、建物・器
具備品等の除却損177百万円及び
建物等の売却損６百万円でありま
す。 

6. 固定資産除売却損は、建物・器
具備品等の除却損504百万円及び
建物・土地等の売却損17,738百万
円であります。 
  

7.     ――――― 7. 会員権評価損は、ゴルフ会員権
の減損処理費用であります。 

7. 会員権評価損は、ゴルフ会員権
の減損処理費用であります。 
  

8.     ――――― 8.     ――――― 8. 拠出基金償却額は、第一火災海
上保険(相)の経営破綻に伴う拠出
基金の償却額であります。 
  

9. 金融事業における金融収益及び
金融費用の中間連結損益計算書上
の表示区分の基準は、次のとおり
であります。 

9. 金融事業における金融収益及び
金融費用の中間連結損益計算書上
の表示区分の基準は、次のとおり
であります。 

9. 金融事業における金融収益及び
金融費用の連結損益計算書上の表
示区分の基準は、次のとおりであ
ります。 

 (1) 営業収益として表示した金融
収益 

 (1) 営業収益として表示した金融
収益 

 (1) 営業収益として表示した金融
収益 

    その他の事業に位置づけさ
れる関係会社に係る貸付金利
息及び関係会社に係る受取配
当金、投資有価証券受取配当
金及び利息等を除くすべての
金融収益。 

    同左     同左 

 (2) 営業費用として表示した金融
費用 

 (2) 営業費用として表示した金融
費用 

 (2) 営業費用として表示した金融
費用 

    明らかに営業収益に対応し
ない支払利息等を除くすべて
の金融費用。 

    同左     同左 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に記載され
ている科目の金額との関係 

（平成12年９月30日現在） 
(単位：百万円)

現金及び預金勘定 53,986 
有価証券勘定 1,130 
短期貸付金勘定 61,377 

計 116,494 
預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△12,825 

現先運用以外の短期貸
付金 

△6,079 

現金及び現金同等物 97,589 
 

 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に記載され
ている科目の金額との関係 

（平成13年９月30日現在） 
(単位：百万円)

現金及び預金勘定 53,340 
有価証券勘定 1,132 
短期貸付金勘定 48,988 

計 103,461 
預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△8,268 

現先運用以外の短期貸
付金 

△76 

現金及び現金同等物 95,115 
 

 現金及び現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に記載されている
科目の金額との関係 

（平成13年３月31日現在） 
(単位：百万円)

現金及び預金勘定 67,832 
有価証券勘定 1,131 
短期貸付金勘定 44,694 

計 113,658 
預入期間が３ヵ月を超
える定期預金 

△9,571 

現先運用以外の短期貸
付金 

△118 

現金及び現金同等物 103,968 
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(リース取引関係) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

1. リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

1. リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

1. リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

(単位：百万円)

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

器具備
品及び
運搬具 

6,992 3,449 3,543 

 

 ① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

(単位：百万円)

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

器具備
品及び
運搬具 

5,542 3,459 2,083 

無形固
定資産
その他 

1,424 849 575 

計 6,967 4,308 2,658 
 

 ① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
期末残高相当額 

(単位：百万円)

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

期末残
高相当
額 

器具備
品及び
運搬具 

6,278 3,607 2,671 

無形固
定資産
その他 

1,586 912 674 

計 7,865 4,520 3,345 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 

(単位：百万円)
１年内 1,485 
１年超 2,260 

計 3,746 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 

(単位：百万円)
１年内 1,495 
１年超 1,283 

計 2,779 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当
額 

(単位：百万円)
１年内 1,616 
１年超 1,894 

計 3,511 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

(単位：百万円)
支払リース料 1,047 
減価償却費相当額 911 
支払利息相当額 139 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

(単位：百万円)
支払リース料 966 
減価償却費相当額 834 
支払利息相当額 99 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

(単位：百万円)
支払リース料 2,253 
減価償却費相当額 1,924 
支払利息相当額 264 
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ
っております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息
相当額とし、各期への配分方法
については、利息法によってお
ります。 

  

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
   同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
   同左 

2. オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

(単位：百万円)
１年内 113 
１年超 186 

計 299 
 

2. オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

(単位：百万円)
１年内 106 
１年超 84 

計 190 
 

2. オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

(単位：百万円)
１年内 110 
１年超 135 

計 246 
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(有価証券関係) 
有価証券 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成12年９月30日) 
1. その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 
  取得原価  中間連結貸借対照表計上額  差額 
(1)株式 10,253 16,119 5,866 
(2)債券    
   国債・地方債等 － － － 
(3)その他 309 283 △ 25 

合計 10,562 16,402 5,840 
 
2. 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
 （その他有価証券） 
  マネー・マネージメント・ファンド  1,130百万円 
  非上場株式(店頭売買株式を除く。)  1,565百万円 
  非上場外国債券  2,000百万円 
 
 

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成13年９月30日) 

1. その他有価証券で時価のあるもの 
(単位：百万円) 

  取得原価  中間連結貸借対照表計上額  差額 
(1)株式  6,759 10,453 3,693 
(2)債券     
   国債・地方債等  － － － 
(3)その他  259 156 △103 

合計  7,019 10,609 3,590 
(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について８百万円減損処理

を行なっております。 
   なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価と比較して50％以上著しく下落した為

であります。 
 

2. 時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
 （その他有価証券） 
  マネー・マネージメント・ファンド  1,132百万円 
  非上場株式(店頭売買株式を除く。)  1,575百万円 
  優先出資証券  13,300百万円 
 
 

Ⅲ 前連結会計年度末(平成13年３月31日) 

1. その他有価証券で時価のあるもの 
(単位：百万円) 

  取得原価  連結貸借対照表計上額  差額 
(1)株式 8,923 16,462 7,538 
(2)債券    
   国債・地方債等 400 420 20 
(3)その他 259 198 △ 61 

合計 9,583 17,081 7,497 
 

2. 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 （その他有価証券） 
  マネー・マネージメント・ファンド  1,131百万円 
  非上場株式(店頭売買株式を除く。)  1,580百万円 
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(デリバティブ取引関係) 

 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日現在 

 
対象
物の
種類 
 

取引の種類 契約 
額等 
(百万円) 

時価 
 

(百万円) 

評価 
損益 
(百万円) 

契約 
額等 
(百万円) 

時価 
 

(百万円) 

評価 
損益 
(百万円) 

契約 
額等 
(百万円) 

時価 
 

(百万円) 

評価 
損益 
(百万円) 

10,000 10,000 10,000 
金利 キャップ取引 

(86) 
4 △ 82 

(51)
1 △ 50 

(69) 
5 △ 63 

金利 スワップ取引 2,377 △ 8 △ 8 22,397 △ 538 △ 538 22,806 △ 406 △ 406 

合  計 12,377 △ 4 △ 91 32,397 △ 537 △ 588 32,806 △ 401 △ 470 

 
 (1)取引に対する取組方針 

 短期的な売買差益を獲得する目的(トレーディング目的)や投機目的のために単独でデリバティブ取引を利
用することは行わない方針であります。 

 (2)取引の利用目的 
 変動金利支払の資金調達について、将来の市中金利上昇が調達コスト(支払利息)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、また金利スワップ
取引により変動金利調達の一部の調達コストを固定化する取引を行っております。 

 (3)取引に係るリスクの内容 
 デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包しております。しかし市中金利の変動による市場
リスクは、取引目的の対象となる変動金利支払の資金調達負債の市中金利変動によるリスクと相殺されてお
り、また信用リスクについては大手金融機関のみを取引相手先としており、信用リスクは低いと判断してお
ります。 

 (4)取引に係るリスクの管理体制 
 当社は「財務規程」により、財務活動遂行上発生するリスク毎に、リスクヘッジの要・不要及び具体的な
ヘッジ方法について定めており、デリバティブ取引はその定めに従って財務部が行っております。 
 個別の契約締結に当たっては、職務権限規程で定められた決裁を経る必要があり、契約書は内容を総務部
にて決裁の内容と照らし合わせて確認された後押印され、その後実行のはこびとなります。 
 また、連結子会社においてデリバティブ取引を実施する場合には、事前に当社の承認を得ることとしてお
り、当社は、当社の定めた基準に従ってその可否を判断しております。 
 連結子会社を含めた取引状況の管理は、担当役員が取締役会にその取引状況を定期的に報告することによ
り行われております。 
 なお考査部は、定期的に財務部検査のおり、デリバティブ契約の内容をチェックしております。 

 (5)「デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況」に係る補足説明等 
 「デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況」に記載しているデリバティブ取引に係る想定
元本は、中間期末（年度末）時点で利用している想定元本であります。この数値はあくまでも金利キャップ
及び金利スワップ取引契約における名目的な契約額又は取引決済のための計算上の想定元本であり、当該金
額による現物資産の受け渡しは行われず、また当該金額自体はそのままデリバティブ取引に係る市場リスク、
信用リスクを表すものではありません。 
 

(注)1. 時価は、金融機関等から提示された価格等に基づき算出しております。 
 なお、当社は時価の算出について、デリバティブ取引のない第三者機関との間で、時価評価算出に係る契約
を締結しており、デリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関から提出された価格と照らし合わせ、公正
性を確認した上で使用しております。 

2. 金利キャップ取引の契約額等の（ ）内の金額は、前払キャップ料の(中間)連結貸借対照表計上額であり、
それに対応する時価及び評価損益を記載しております。 

3. 繰延ヘッジ処理が採用されているデリバティブ取引は除いております。 
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(セグメント情報) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

1. 事業の種類別セグメント情報 
  全セグメントの営業収益の合
計、営業利益の合計額に占める「金
融事業」の割合が、いずれも90％
を超えているため、事業の種類別
セグメント情報の記載を省略して
おります。 

1. 事業の種類別セグメント情報 
  同左 

1. 事業の種類別セグメント情報 
  全セグメントの営業収益の合
計、営業利益及び全セグメントの
資産の金額の合計額に占める「金
融事業」の割合が、いずれも90％
を超えるため、事業の種類別セグ
メント情報の記載を省略しており
ます。 
  

2. 所在地別セグメント情報 
  全セグメントの営業収益の合計
に占める日本の割合が、90％を超
えているため、所在地別セグメン
ト情報の記載を省略しておりま
す。 

2. 所在地別セグメント情報 
  同左 

2. 所在地別セグメント情報 
  全セグメントの営業収益の合計
及び全セグメントの資産の金額の
合計額に占める日本の割合が、い
ずれも90％を超えているため、所
在地別セグメント情報の記載を省
略しております。 
  

3. 海外営業収益 
  海外営業収益が、連結営業収益
の10％未満のため、海外営業収益
の記載を省略しております。 

3. 海外営業収益 
  同左 

3. 海外営業収益 
  同左 

 

 

(１株当たり情報) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 

 
１株当たり純資産額 3,933.66円
 
１株当たり中間純利益 291.53円
 
 潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、転換社債等潜在株
式がないため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 4,398.24円
 
１株当たり中間純利益 297.06円
 
 潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、中間期末において
転換社債等の発行がないため記載し
ておりません。 

 
１株当たり純資産額 4,161.18円
 
１株当たり当期純利益 525.01円
 
 潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、期末において転換
社債等の発行がないため記載してお
りません。 
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４．営業実績 
(1)営業収益 

(単位：百万円) 
前中間連結会計期間 
自平成12年４月１日 
至平成12年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成13年４月１日 
至平成13年９月30日 

前連結会計年度 
自平成12年４月１日 
至平成13年３月31日 項目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 
 ％ ％ ％ 

営業貸付金利息 160,988 91.2 178,957 91.5 327,820 91.1 

償却債権及び同利息回収額 4,201 2.4 4,128 2.1 8,517 2.4 

あっせん収益 2,917 1.6 2,607 1.3 5,630 1.6 

その他の金融収益 221 0.1 579 0.3 783 0.2 

金 融 
事業収益 

計 168,329 95.3 186,273 95.2 342,752 95.3 
    

商品売上高 6,525 3.7 7,098 3.6 12,620 3.5 

その他 1,707 1.0 2,270 1.2 4,268 1.2 

その他の
事業収益 

計 8,233 4.7 9,369 4.8 16,888 4.7 

合計 176,562 100.0 195,642 100.0 359,641 100.0 

(注) 1. 「金融事業収益」の「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息、有価証券利息などであります。 
   2. 「その他の事業収益」の「その他」は、不動産賃貸収入、受取手数料収入などであります。 
 
(2)その他の指標 

前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日現在 項目 

連結 単独 連結 単独 連結 単独 

営業貸付金残高    (百万円) 1,329,330 1,171,003 1,490,190 1,292,377 1,418,656 1,228,026 

 無担保ローン 1,317,215 1,163,773 1,477,934 1,284,646 1,406,327 1,220,447 

 有担保ローン 12,115 7,230 12,256 7,730 12,328 7,578 

口座数          (口) 2,978,826 2,485,868 3,192,594 2,593,811 3,129,565 2,548,672 

 無担保ローン 2,976,255 2,483,403 3,189,695 2,591,134 3,126,717 2,546,069 

 有担保ローン 2,571 2,465 2,899 2,677 2,848 2,603 

店舗数          (店) 1,682 1,450 1,749 1,505 1,755 1,507 

 有人店舗 632 469 621 459 637 466 

 自動契約店舗(無人) 1,050 981 1,128 1,046 1,118 1,041 

自動契約機台数      (台) 1,575 1,403 1,635 1,455 1,645 1,458 

ＡＴＭ台数        (台) 2,110 1,720 2,119 1,774 2,101 1,777 

ＣＤ台数         (台) 87 － 63 － 81 － 

社員数          (人) 5,415 4,004 5,774 4,086 5,376 3,890 

貸倒償却額      (百万円) 22,614 16,540 27,870 21,112 48,789 36,437 

貸倒引当金残高    (百万円) 55,481 42,850 70,949 55,410 61,137 46,500 

１株当たり(中間)当期純利益(円) 291.53 267.71 297.06 279.73 525.01 513.23 

１株当たり株主資本    (円) 3,933.66 3,793.27 4,398.24 4,234.28 4,161.18 4,019.80 

(注) 1. 自動契約機台数は、総設置台数であります。 
   2. 社員数は就業人員数であり、出向者は出向先すなわち就業先の社員数に含めて記載しております。 

なお、単独の出向者を除く従業員数は、前中間連結会計期間末3,956人、当中間連結会計期間末4,040人、
前連結会計年度末3,844人であります。 

 


