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《添付資料》 

１ 企業集団の状況 

 

(1) 当グループは、プロミス株式会社及び連結子会社９社、非連結子会社４社、関連会社２社（内、
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、あらゆる層のお客様に対し、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、当社及び株式会社ぷらっと（連結子
会社）、サンライフ株式会社（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。 
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。 
なお、当社及び株式会社モビットでは、金融機関との個人向け無担保ローンの保証業務を行って
おります。また、パル債権回収株式会社（連結子会社）は債権の管理回収業を営んでおります。 
 

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、信用調査、旅行手配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、株式会社ネットフューチャー（連結子会社）は、テレマーケティング及びATMネットワーク
サービスをグループ各社に提供しており、株式会社システム・トリニティ（連結子会社）は、コン
ピュータのシステム設計及び運用・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、良京實業股份有限公司及び佑京實業股份有限公司の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] 
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）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 
普羅米斯顧問股份有限公司 貸付債権の与信評価、分析及び債権の買取り業 
 

(注) １ 前連結会計年度において連結子会社であったジーシー㈱及び同社100％子会社の㈱みつわ会は、平成
15年８月６日付でジーシー㈱の全株式をゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマ
ー・ファイナンス㈱（現ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱）へ譲渡したため連結の範囲から除
外しております。 

    ２ 前連結会計年度において関連会社であったハルビン神農微維飼料有限公司は、 PAL 
Investment(Cayman)Co.,Ltd.が同社の出資持分全額を平成15年８月19日付で譲渡したため関連会社
に該当しておりません。 

    ３ 良京實業股份有限公司と佑京實業股份有限公司は、平成15年７月１日付で良京實業股份有限公司を
存続会社として合併いたしました。 
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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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(注) 佑京實業股份有限公司（連結子会社）は、平成15年７月１日付で良京實業股份有限 

公司（連結子会社）に吸収合併されました。 
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(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 

㈱ぷらっと 大阪市 
北区 

百万円 

2,400 

 

消費者金融業 100.00% 兼任7名 (5名) 

同 社 へ の
債務保証
及び資金
貸付 

ATM等ネッ
トワーク
の提携 

―――  

サンライフ㈱ 香川県 
高松市 

百万円 

185 

 

消費者金融業 100.00% 兼任4名 (3名) 
同 社 へ の
資金貸付 

ATMネット
ワークの
提携 

事務所等
の賃貸  

パル債権回収㈱ 大阪市 
中央区 

百万円 

500 

 

債権の管理回収
業 100.00% 兼任4名 (3名) 

同 社 へ の
債務保証
及び資金
貸付 

――― ――― (注)1 

㈱パルコーポ 
レーション 

大阪市 
北区 

百万円 

3,000 

 

ビルの賃貸業 100.00% 兼任8名 (6名) 
同 社 へ の
資金貸付 ――― 事務所等の賃借  

㈱ネットフュー 
チャー 

東京都 
千代田区 

百万円 

300 

 

テレマーケティ
ング業、ATMネッ
ト ワ ーク 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  

㈱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
び運用・開発 

100.00% 兼任4名 (3名) 
同 社 へ の
資金貸付 ――― ―――  

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 (3名) 
同 社 へ の
債務保証 ――― ―――  

良京實業股份 
有限公司 

台湾 
台北市 

千台湾ドル 

250,000 

 

自動車の割賦販
売業 

100.00% 
(40.00) 

兼任6名 
(5名) 

同 社 へ の
債務保証 ――― ――― (注)2 

佑京實業股份 
有限公司 

台湾 
台北市 

千台湾ドル 

140,000 

 

自動車の割賦販
売業 100.00% 兼任6名 (5名) ――― ――― ――― (注)3 

(注) １ パル債権回収㈱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。 
２ 良京實業股份有限公司の「議決権の所有割合」の（ ）内は内数で、佑京實業股份有限公司による間接
所有割合であります。 

３ 佑京實業股份有限公司は、平成15年７月１日付で良京實業股份有限公司に吸収合併されましたが、中間
決算日が平成15年６月30日のため連結の範囲に含めております。 

４ 「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 

㈱モビット 東京都 
新宿区 

百万円 

20,000 

 

消費者金融業 45.00% 兼任4名 (2名) ――― 
ATMネット
ワークの
提携 

―――  

(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 経営方針並びに経営成績及び財政状態 
 (1)経営方針 
  1)経営の基本方針 

プロミス株式会社は、「ゆとりある暮らしを支援し、信頼される企業市民を目指す」、「効率経
営による適正利益を追求し、永続的発展を目指す」、「お客様に愛され、社員とともに社会との共
存共栄を目指す」を企業理念に掲げ、コンプライアンス（法令遵守）を軸として、お客様をはじめ
としたステークホルダーの方々の信頼に応え、共に発展していくことを目指しております。 
また、顧客満足度を高め、多重債務の防止を図ることによって、その社会的な存在意義を高め、

社会の支持を得ることで、企業価値の最大化に努めることが重要であるとの認識から、中長期的な
ビジョンとして「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」
とは、事業領域を消費者金融サービスに「特化」し、お客様のニーズや時代の変化に合わせてビジ
ネスを「深化」させ、お客様との関係を「借りる・貸す」から「活かす・助言する」という関係に
「進化」させていくことにより、お客様一人ひとりに財務面からアドバイスやサポートができる
「パーソナル・メインバンク」への進化を目指すというものです。 
業種業態の垣根を越えたリテール金融事業における競争・競合は、ますます激しさを増す状況に

ありますが、当社グループ（当社及び連結子会社）は一人でも多くのお客様とお取引をいただき、
高い質を伴った営業貸付金残高を形成することによって事業基盤の拡大を図り、収益の確保に努め
て参ります。今後はさらにグループの経営資源及び資産の有効活用・共有化に努め、最も重要な経
営指標に据えております総資産利益率 （ＲＯＡ）の一層の改善を図るべく、リテール金融事業に取
り組んで参ります。 
 

  2)利益配分に関する基本方針 
プロミス株式会社では、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題として捉えて参りました。 
当連結会計年度の配当につきましては、１株につき50円の中間配当を予定しており、期末配当に

つきましても50円、年間100円とすることを予定しております。 
内部留保金の使途につきましては、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。 
なお、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本施策の遂行を可能とし、株主利益の増大

を図るため、平成15年６月開催の第42回定時株主総会までに４百万株の自己株式を取得しており、
同株主総会において新たに12百万株を限度とする自己株式取得を決議いたしました。 
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。 
 

  3)中長期的な経営戦略 
当業界を取り巻く環境におきましては、長引く景気低迷や雇用・所得環境の悪化等の影響による

債権の不良化問題が大きな懸念材料となっております。このような環境下におきましても、当社グ
ループでは、新たな収益基盤を確保し、適正な利益を上げ、グループ全体での発展を遂げるために、
不良債権の極小化とお客様とのリテンション（維持継続）の強化を重点施策として取り組むととも
に、 
①消費者金融サービスを中核にグループ企業を「機能別に再編成」し、グループ力の強化を図る。 
②人財、チャネル、与信・債権管理、資金調達、システムインフラ等の「グループ経営資源の共有
化」を進め、効率化を図る。 
③消費者ローン市場における「金利のフルライン化」により、グループ全体で幅広い層の多様な資
金ニーズに応えるとともに、市場の開拓を図る。 
という３つの戦略を展開しております。 
プロミス株式会社におきましては、「お客様支持No.1」のサービスを提供することを目指し、商

品・ネットワーク・コミュニケーションというお客様との接点の３大要素において、常に、その充
実に取り組んでおります。「商品」はお客様のニーズを的確に把握し、長年培ってきたノウハウを
活かして、「ネットワーク」は金融機関等との提携を含め、より身近で安心してご利用いただける
ように、そして「コミュニケーション」は最先端のITインフラを駆使し、お客様との相互の信頼関
係を築くことを目指しております。 
さらに、前年度に引続いて構造改革を推進し、財務基盤、システム基盤、人的基盤等の強化に取

り組み、「お客様支持No.1」のサービスを提供するための盤石な経営基盤の構築に努めております。 
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  4)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社グループでは、信頼される企業市民として社会と共存共栄していくために、健全で透明性の
高いコーポレート・ガバナンス体制の構築と全ての基礎となる「コンプライアンスの徹底」が必要
不可欠であるとして、かかる体制の強化・充実に取り組んでおります。 
プロミス株式会社では、平成14年６月より執行役員制度を導入しております。取締役会は取締役

７名の少人数で構成され、対処すべき経営課題とそれに対応した戦略について充分に議論を重ねる
とともに、迅速な経営意思決定を行っております。 
また、経営の監視機能につきましては、プロミス株式会社は監査役制度を採用しており、監査役

４名（うち社外監査役２名）の体制で行っております。内部統制の有効性と実際の業務遂行状況に
つきましては、考査部が全部門を対象に計画的な内部監査を行うとともに、監査役の協力を得なが
らグループ企業各社の内部監査部門との連携を強め、グループ全体での内部統制の整備に努めてお
ります。なお、プロミス株式会社と社外監査役の間に、取引関係その他の利害関係はございません。 
一方、コンプライアンスにつきましては、平成13年10月に設置いたしました「コンプライアンス

統括部」を中心に、倫理綱領の制定や社内研修・OJTを通じて、コンプライアンスの浸透に努めて参
りました。この体制をさらに強化するため、平成15年より幹部社員のコンプライアンス実践講座
（通信教育）の受講や社団法人金融財政事情研究会が主催するコンプライアンス・オフィサー検定
（消費者金融コース）の資格取得を推奨するなど、企業風土としての定着化に努めております。 
また、「経営の透明性の向上」と「株主に対する情報開示の強化」という観点から、国内外で精

力的にＩＲ活動を実施し、投資家・マスコミ・有識者等へ積極的なディスクロージャーを図ること
で、企業理解の促進に努めております。 
 

  5)その他、経営上の重要な事項 
  ①信販事業の譲渡 

平成15年８月をもって、プロミス株式会社が全額出資する信販会社ジーシー株式会社の全株式を、
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社（現ＧＥコンシ
ューマー・ファイナンス株式会社）に譲渡いたしました。 
今回の株式譲渡につきましても、「プロミスビジョン」の一環として、消費者金融専業へ経営資

源を集中することによって、経営効率と収益力の向上を図るものです。 
 

  ②退職給付債務の割引率の引き下げ 
プロミス株式会社では、現下の資金運用環境の状況に鑑み、より実態に近い運用利回りとするた

め、退職給付債務の割引率を現行の2.5％から2.1％へ引き下げる予定です。これにより、バランス
シートの健全性を維持し、経営体質の強化に繋がるものと考えております。 
 
 

 (2)経営成績及び財政状態 
  1)当中間連結会計期間の概況及び経営成績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、日経平均株価が８月に１年ぶりの１万円台を記録し活況が
戻りつつある証券市場や、緩やかながら持ち直しを見せる設備投資など景気回復の兆しが一部で見
受けられるようになりました。しかしながら、一般家計につきましては、完全失業率の高止まりや
雇用調整・人件費抑制といった厳しい雇用・所得環境が続いており、未だ先行き不透明な状況が続
いております。 
当業界におきましては、融資対象である勤労者の返済余力の低下に鑑み、与信水準を圧縮気味に

事業活動を展開した結果、市場規模の拡大は緩やかなものとなりました。 
このような経営環境下において当社グループでは、「プロミスビジョン」の実現に向けて、不良

債権の極小化とお客様とのリテンション強化を重点課題とし、新たな施策の導入や債権管理の強化、
コスト削減に積極的に取り組みました。 
 
当中間連結会計期間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 
当社グループの主力事業である消費者金融事業につきましては、依然低調な消費マインドに加え、

雇用・所得環境の悪化に伴う債権の不良化抑制策として与信基準の見直しを行ったことを受けて、
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営業貸付金残高が微減した結果、当中間連結会計期間の「金融事業収益」は、前年同期比2,372百万
円減少し194,937百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 
 
当中間連結会計期間に取り組んだ主な施策は次のとおりであります。 
 

  （営業部門の強化） 
プロミス株式会社におきましては、激化する競合環境を踏まえて市場環境の変化への迅速な対応

をするために、平成15年４月に「組織のフラット化」及び「営業部門の企画・開発・推進力の強
化」を骨子とした組織の再編成を行いました。 
まず、営業部門を除いて本部制を廃止することで組織階層をよりフラット化し、意思決定の更な

る迅速化を図るとともに、営業部門において分散していた企画・開発機能を集約した「マーケティ
ング部」、各営業施策の推進機能を果たす「営業統括部」及びプロミスコールセンター等の集中セ
ンターを統括管理する「営業業務部」を創設し、企画・開発部門と施策展開部門とを明確に分離す
ることで、企画・開発・推進力の強化を図りました。さらに、本社機能と営業現場との連携強化を
主眼に東西営業本部体制から全国７ブロック体制といたしました。これに伴い、各ブロック毎に
「ＳＴセンター」と「お客様相談センター」を分散配置し、地域特性を加味することで、お客様へ
の対応の緊密化とカウンセリング機能の強化を図りました。 
また、平成15年７月より、お客様の利便性向上と新規顧客獲得力強化を目的に、ローン申込機

「超速」を導入、設置展開いたしております。「超速」は、新規申込受付・仮審査・仮カード発行
を５～10分で行う専用端末で、省スペース・ローコストで設置でき、既存チャネルとは異なった立
地での展開が可能となります。そうした利点を活かして設置展開する一方、店舗等の既存チャネル
につきましても、お客様の動線の観点から見直しを行い、店舗の形態変更や統廃合を実施し、営業
力の強化とともにローコストオペレーションを推進しております。 
今後も業務効率とサービスの質とのバランスを重要視し、マーケット環境や地域特性を考慮しな

がら、その時々でバランスのとれた業務の集中化と分散化を行い、ローコストオペレーションと収
益力の向上の両立を図って参ります。 
 

  （債権内容の質的向上と債権管理体制の強化） 
プロミス株式会社では、従来のコンピュータ自動与信システムによる与信管理手法に加え、お客

様一人ひとりに応じたきめ細やかな対応を可能とする「ナビゲーションシステム」をより有効に活
用し、債務の多重化防止に取り組むとともに、与信機能の強化を図っております。 
また、債権管理体制につきましても、効率・効果の観点から柔軟に見直しを図り、体制強化に取

り組んでおります。平成15年４月には、分散していた法務対応機能を集中化して「法務センター」
を各ブロック毎に設置し、引き続き増加傾向にある自己破産申立や法的債務整理等への対応力を強
化いたしました。 
一方、金融系のグループ企業各社におきましても、プロミス株式会社の与信管理手法のノウハウ

を導入し、与信機能の強化と債権内容の質的向上に努めております。 
今後も「ナビゲーションシステム」を軸とした「ナビゲート型営業」への転換を推進するととも

に、グループ全体で与信管理手法の向上と債権内容の質的向上に注力して参ります。 
 

  （お客様の利便性の向上） 
プロミス株式会社におきましては、新たなお客様の獲得と既存のお客様の満足度向上を主眼に、

ITの活用や事業提携を展開し、「お客様支持No.1」のサービスの提供を目指しております。 
ネットワークにつきましては、時間や場所に制約されることなく「借りやすく、返しやすい」環

境の拡充に向け、金融機関やコンビニエンスストアと提携し、効率的なCD・ATMネットワークの拡大
に努めております。平成15年７月には株式会社三井住友銀行と提携いたしました。同行は、都市銀
行中トップの店舗網を持つとともに、株式会社エーエム・ピーエム・ジャパンの展開するコンビニ
エンスストアａｍ／ｐｍにもATMを設置展開しており、今回の提携でお客様へのネットワークサービ
スがさらに充実したものとなりました。平成15年９月末には、提携先数443、自社ATMと合わせた入
出金チャネル数は110,909ヵ所と、業界トップのネットワークとなっております。 
また、商品につきましては、従来の商品群に加え、 お客様の幅広いニーズに対応するために、多

種多様な企業・団体との提携カードの発行を進めております。平成15年４月より、新日本プロレス
リング株式会社と提携し、キャッシング機能付ファンクラブ会員証を発行いたしております。加え
て、平成15年８月には松本引越センター株式会社と提携いたしました他、不動産会社等との提携に
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より、転居、家賃・敷金等の資金ニーズが発生する場所で目的ローンを仲介する提携戦略も展開し、
お客様の資金ニーズに即応できるよう取り組んでおります。 
 

  （新たな収益基盤の確保） 
プロミス株式会社では、平成15年４月より株式会社北日本銀行と、６月より株式会社北越銀行と

個人向け無担保ローンの保証業務の受託提携を開始いたしました。これは、消費者金融業界で長年
培ってきた与信ノウハウを最大限に活用し、新たな収益基盤の確保を目的とした取り組みで、保証
債務残高は堅調に推移しており、平成15年９月末には両行で1,438百万円となっております。 
今後も消費者金融業を核として、そのノウハウを活かしながら、金融及び金融周辺の事業領域に

おいて、新たな収益基盤を確保し、事業基盤の拡大と収益力の強化に努めて参ります。 
 

  ②その他の事業 
その他の事業につきましては、これまで株式会社パルコーポレーションが担っていた店舗・看板

の設計施工管理業務をプロミス株式会社の関連部門に統合するなど、機能再編を推進する一方、株
式会社ネットフューチャーのテレマーケティング事業や株式会社パルコーポレーションのリサーチ
事業等において、外部受注の新規開拓による収益基盤の拡大を進めております。しかしながら、長
引くデフレ不況や当社グループ内でのコスト削減施策等を背景とした受注量減少に伴う収益の低下
から、株式会社システム・トリニティを除き、減収となりました結果、当中間連結会計期間の「そ
の他の事業収益」は、前年同期比1,013百万円減少し7,087百万円（前年同期比12.5％減）となりま
した。 
なお、平成15年７月１日をもちまして、プロミス株式会社が全額出資する台湾の自動車割賦販売

会社２社（良京實業股份有限公司、佑京實業股份有限公司）は、台湾情勢の変化に伴いまして、良
京實業股份有限公司を存続会社として合併いたしました。 
 

 以上の結果、当中間連結会計期間の連結業績は、主力事業である消費者金融事業において営業貸
付金残高が微減したことにより営業収益が3,385百万円減少し、202,024百万円（前年同期比1.6％
減）となりました。利益面では自己破産申立の増加等を背景とした貸倒関連費用の増加、プロミス
株式会社で実施した退職給付債務の割引率引き下げ等による負担がコスト削減効果を上回ったこと
から経常利益が14,080百万円減少し、44,141百万円(前年同期比24.2％減)、中間純利益が5,866百万
円減少し、26,743百万円(前年同期比18.0％減)となりました。 
 
 

  2)財政状態 
    当中間連結会計期間末の資産、負債及び資本の状況は次のとおりであります。 

 
   総資産           1,777,110百万円   （前期末比 4.2％減） 
   株主資本           625,105百万円   （前期末比 1.1％増） 
   株主資本比率              35.2％   （前期末比 1.9ポイント増） 
  
当中間連結会計期末の総資産は、当社グループの主力事業である無担保ローンを主とした営業貸

付金が55,006百万円減少したことに加え、債権内容の悪化に伴い債権評価を厳正にすべく計上した
貸倒引当金が10,090百万円増加したこと、ジーシー株式会社の売却に伴い受取手形及び売掛金が
52,204百万円減少したこと等により、78,241百万円の減少となりました。 
負債は、借入金が54,916百万円減少したこと、社債が17,000百万円減少したこと等により85,237

百万円の減少となりました。株主資本は、利益剰余金が19,770百万円増加したものの、資本控除項
目の自己株式が14,636百万円増加したことにより6,995百万円の増加となりました。 
 
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、「営業活動によるキャッシュ･

フロー」29,346百万円、「投資活動によるキャッシュ･フロー」69,319百万円、「財務活動によるキ
ャッシュ･フロー」△46,640百万円等により、期首から52,517百万円増加し、158,278百万円（前期
末比49.7％増）となりました。 
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  （営業活動によるキャッシュ･フロー） 
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比65,354百万円増加し
29,346百万円となりました。これは主に、当社グループの主力事業である消費者金融事業の営業貸
付金が前中間連結会計期間では58,196百万円増加したのに対し、当中間連結会計期間では与信基準
の見直しを行ったことにより850百万円減少したこと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） 
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比68,750百万円増加し
69,319百万円となりました。これは主に、連結子会社であったジーシー株式会社の全株式を売却し
たことによる収入が25,038百万円となったことと、連結の範囲から除外されたジーシー株式会社へ
の貸付金が41,800百万円返済されたこと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） 
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比62,971百万円減少し 

△46,640百万円となりました。これは主に、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー
98,666百万円の一部を社債の償還32,000百万円、自己株式の取得15,414百万円に充当したことによ
るものであります。 
 

  3)通期の業績見通し 
国内景気の動向につきましては、証券市場や設備投資面で景気回復の期待感が高まり、明るさを

取り戻しつつありますが、依然として根強い金融不安や個人消費の伸び悩み等、未だ不透明感が残
っており、先行き予断を許さない状況が続くものと思われます。 
当業界につきましては、完全失業率の高止まりや企業の雇用調整・人件費削減等を背景に、自己

破産申立及び法的債務整理が引き続き増加傾向にある中、業種業態の垣根を越えた参入による顧客
獲得競争も激化していることから、営業貸付金残高の伸び悩み、貸倒費用の増加等による業績の悪
化が懸念されており、依然厳しい状況が続くものと思われます。 
このような環境下におきましても安定した収益を確保し企業成長を遂げるため、不良債権の極小

化とお客様とのリテンション強化を、引き続き重点課題として取り組んで参ります。 
そのため、当社グループでは、債権の良質化に重点を置きつつ、異なるターゲット層の資金ニー

ズに応える「金利のフルライン化」戦略によって、リスクを分散させながら営業貸付金残高の増加
に取り組みますとともに、経営資源の共有化と資金調達の多様化・安定化を継続し、グループ経営
の効率化を追求することで、収益力の向上に取り組んで参ります。 
また、プロミス株式会社におきましては、平成15年10月より債権管理体制を再構築し、エリア毎

の集中部署で行っていた債権管理業務を営業店に分散することといたしました。これは、新規貸付
から回収までのプロセスを一貫して行うことにより、お客様との接点を増やしコミュニケーション
効果を高めることで、ナビゲーションシステムをより有効に活用し、債権の不良化を未然に防ぐと
同時にお客様とのリテンション強化を図ることを目的としております。 
この他にも、広告宣伝のメディアミックスによる効率化を促進するなど、営業費用におけるコス

ト削減をさらに推進するとともに、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
ルの確立等により、新たな収益基盤の確保にも引き続き注力して参る所存です。 
 
通期の業績見通しといたしましては、営業収益393,392百万円（前期比4.2％減）、経常利益

83,374百万円（前期比22.8％減）、当期純利益48,116百万円（前期比20.8％減）を見込んでおりま
す。 
 
※なお、上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作
成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可
能性があります。 
 

 (注)「経営方針並びに経営成績及び財政状態」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 

 前中間連結会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金  67,664   74,169   63,848  

２ 受取手形及び売掛金  61,630   8,792   60,997  

３ 営業貸付金  1,599,804   1,559,517   1,614,523  

４ 短期貸付金  46,865   87,261   49,726  

５ 繰延税金資産  28,373   33,208   37,702  

６ その他  29,715   32,250   25,258  

貸倒引当金  △97,686   △124,640   △114,550  

流動資産合計  1,736,367 93.3  1,670,558 94.0  1,737,505 93.6 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物及び構築物 30,094   29,263   30,038   

  減価償却累計額 13,145 16,949  14,036 15,227  13,859 16,178  

(2) 器具備品及び運搬具 38,019   35,041   37,770   

  減価償却累計額 26,665 11,353  26,988 8,052  27,985 9,784  

(3) 土地  13,075   12,905   13,044  

有形固定資産合計  41,379 2.2  36,185 2.0  39,008 2.1 

２ 無形固定資産          

(1) 連結調整勘定  6,165   6,094   5,775  

(2) その他  10,460   6,511   10,375  

無形固定資産合計  16,626 0.9  12,606 0.7  16,150 0.9 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券  32,265   30,611   28,589  

(2) 繰延税金資産  4,998   8,597   7,573  

(3) その他  28,855   18,549   26,525  

投資その他の資産 
合計 

 66,119 3.6  57,759 3.3  62,687 3.4 

固定資産合計  124,125 6.7  106,551 6.0  117,846 6.4 

資産合計  1,860,492 100.0  1,777,110 100.0  1,855,352 100.0 
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 前中間連結会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金  1,669   287   1,733  

２ 短期借入金  16,020   27,464   24,394  

３ １年内返済予定 
  長期借入金 

 238,369   209,796   246,754  

４ １年内償還予定社債  52,000   30,000   32,000  

５ 未払法人税等  21,406   26,236   31,809  

６ 賞与引当金  4,794   4,502   4,640  

７ 債務保証損失引当金  ―   28   ―  

８ その他  27,944   15,348   24,985  

流動負債合計  362,206 19.5  313,664 17.6  366,318 19.8 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債  280,000   275,000   290,000  

２ 長期借入金  596,336   537,013   558,041  

３ 退職給付引当金  14,736   19,971   17,688  

４ 役員退職慰労引当金  384   343   422  

５ 補償損失引当金  ―   2,700   ―  

６ その他  5,764   3,312   4,772  

固定負債合計  897,221 48.2  838,340 47.2  870,924 46.9 

負債合計  1,259,427 67.7  1,152,005 64.8  1,237,242 66.7 

(少数株主持分)          

少数株主持分  ― ―  ― ―  ― ― 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金  49,053 2.6  49,053 2.8  49,053 2.6 

Ⅱ 資本剰余金  92,287 5.0  92,287 5.2  92,287 5.0 

Ⅲ 利益剰余金  462,140 24.8  503,743 28.3  483,972 26.1 

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

 1,442 0.1  1,447 0.1  △403 △0.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定  △145 △0.0  △219 △0.0  △228 △0.0 

Ⅵ 自己株式  △3,712 △0.2  △21,207 △1.2  △6,571 △0.4 

資本合計  601,065 32.3  625,105 35.2  618,109 33.3 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 1,860,492 100.0  1,777,110 100.0  1,855,352 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15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14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

区分 金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益          

１ 営業貸付金利息  190,004   188,720   381,125  

２ その他の金融収益  1,171   31   2,307  

３ 商品売上高  5,233   4,817   9,868  

４ その他の営業収益  9,000   8,455   17,316  

営業収益合計  205,410 100.0  202,024 100.0  410,619 100.0 

Ⅱ 営業費用          

１ 金融費用  12,956   11,012   24,802  

２ 商品売上原価  4,431   4,266   8,539  

３ その他の営業費用          

(1) 広告宣伝費 13,250   7,930   22,198   

(2) 貸倒引当金繰入額 54,903   76,074   114,732   

(3) 貸倒損失 ―   ―   10,077   

(4) 従業員給料及び賞与 14,494   13,836   33,364   

(5) 賞与引当金繰入額 4,743   4,582   4,598   

(6) 退職給付費用 1,729   3,351   5,668   
(7) 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

44   41   89   

(8) 福利厚生費 2,069   2,468   4,074   

(9) 賃借料 7,565   6,929   14,589   

(10) 減価償却費 4,186   3,745   8,714   

(11) 支払手数料 8,410   8,570   17,017   

(12) 通信費 3,132   2,635   6,055   

(13) 連結調整勘定償却額 318   408   709   

(14) その他 14,812 129,661  13,697 144,271  28,430 270,319  

営業費用合計  147,048 71.6  159,550 79.0  303,661 74.0 

営業利益  58,361 28.4  42,474 21.0  106,957 26.0 

Ⅲ 営業外収益          

１ 受取利息及び受取配当金 702   1,495   786   

２ 保険金及び保険配当金 ―   ―   269   

３ 匿名組合出資利益 282   251   973   

４ 持分法による投資利益 ―   8   ―   

５ その他 267 1,252 0.6 264 2,019 1.0 429 2,458 0.6 

Ⅳ 営業外費用          

１ 支払利息 185   105   329   

２ 店舗等移転諸費用 546   70   624   

３ 持分法による投資損失 453   ―   36   

４ その他 206 1,391 0.7 177 352 0.2 395 1,386 0.3 

経常利益  58,221 28.3  44,141 21.8  108,030 26.3 
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前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15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14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

区分 金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅴ 特別利益          

１ 関係会社株式売却益 ―   12,659   ―   

２ 投資有価証券売却益 3   102   5   

３ 会員権売却益 2   ―   36   

４ その他 0 5 0.0 ― 12,761 6.3 0 42 0.0 

Ⅵ 特別損失          

１ 固定資産除売却損 1,121   178   1,374   

２ 投資有価証券売却損 7   30   10   

３ 投資有価証券評価損 ―   ―   511   

４ 会員権評価損 11   24   42   

５ リース解約損 300   ―   300   
６ 補償損失引当金 
繰入額 

―   2,700   ―   

７ その他 23 1,464 0.7 197 3,131 1.5 26 2,266 0.5 

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 56,763 27.6  53,772 26.6  105,805 25.8 

法人税、住民税及び 
事業税 

21,668   26,400   53,211   

法人税等調整額 2,483 24,152 11.7 627 27,028 13.4 △8,122 45,089 11.0 

中間(当期)純利益  32,610 15.9  26,743 13.2  60,716 14.8 
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(3)中間連結剰余金計算書 

 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高       

   資本準備金期首残高  92,287  92,287  92,287 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  92,287  92,287  92,287 

       

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高       

   連結剰余金期首残高  436,003  483,972  436,003 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

   中間(当期)純利益  32,610  26,743  60,716 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１ 配当金 6,276  6,245  12,549  

２ 役員賞与 197  100  197  

３ 自己株式処分差損 ―  288  ―  

４ 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金減少高 

― 6,473 338 6,973 ― 12,747 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  462,140  503,743  483,972 
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15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14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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 56,763 53,772 105,805 

２ 減価償却費 4,186 3,745 8,714 

３ 連結調整勘定償却額 318 408 709 

４ 貸倒引当金の増加額 11,393 17,722 28,444 

５ 賞与引当金の増加額 206 17 52 

６ 債務保証損失引当金の増加額 ― 28 ― 

７ 退職給付引当金の増加額 455 2,474 3,660 
８ 役員退職慰労引当金の増加額 
  （△は減少額） 

△688 27 △661 

９ 補償損失引当金の増加額 ― 2,700 ― 

10 受取利息及び受取配当金 △702 △1,495 △786 

11 支払利息 185 105 329 

12 持分法による投資損益 453 △8 36 

13 関係会社株式売却益 ― △12,659 ― 

14 投資有価証券売却益 △3 △102 △5 

15 有形固定資産除売却損 1,121 178 1,374 

16 匿名組合出資利益 △282 △251 △973 

17 営業貸付金の減少額（△は増加額） △58,196 850 △71,829 

18 売上等債権の減少額（△は増加額） △7,465 2,148 △4,776 

19 仕入等債務の減少額 △4,529 △1,278 △3,421 

20 その他 2,745 △8,469 5,663 

  小計 5,961 59,915 72,336 

21 利息及び配当金の受取額 701 1,498 785 

22 利息の支払額 △185 △105 △329 

23 法人税等の支払額 △42,484 △31,962 △63,623 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △36,007 29,346 9,168 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出 △1,003 △428 △1,899 

２ 有形固定資産の売却による収入 1,209 10 1,259 

３ 投資有価証券の取得による支出 △30 ― △30 

４ 投資有価証券の売却による収入 149 420 254 
５ 連結の範囲の変更を伴う 
  子会社株式の取得による収入 

269 ― 269 

６ 連結の範囲の変更を伴う 
  子会社株式の売却による収入 

― 25,038 ― 

７ 子会社株式の取得による支出 ― ― △250 

８ 貸付けによる支出 △1,600 ― △2,900 

９ 貸付金の回収による収入 103 41,803 105 

10 その他 1,471 2,475 2,372 

  投資活動によるキャッシュ・フロ― 569 69,319 △818 
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前中間連結会計期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15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14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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 △745 △206 △2,121 

２ 短期借入れによる収入 25,713 44,044 69,084 

３ 短期借入金の返済による支出 △29,130 △38,719 △64,044 

４ 長期借入れによる収入 114,170 118,870 193,088 

５ 長期借入金の返済による支出 △106,898 △132,357 △215,703 

６ 社債の発行による収入 29,799 14,896 39,718 

７ 社債の償還による支出 △10,000 △32,000 △30,000 

８ 自己株式の売却による収入 ― 489 ― 

９ 自己株式の取得による支出 ― △15,414 △2,862 

10 配当金の支払額 △6,276 △6,245 △12,549 

11 その他 △301 ― △1,500 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 16,330 △46,640 △26,890 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △124 3 △88 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△は減少額) 

△19,231 52,030 △18,628 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 124,389 105,760 124,389 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の 
  増加額 

― 487 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高 

105,157 158,278 105,760 
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(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
1)連結の範囲に関する事項 
①連結子会社数 ９社 
連結子会社名 
[国 内] ：株式会社ぷらっと 
  サンライフ株式会社 
  パル債権回収株式会社（新規） 
  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 
  計 ６社 

なお、パル債権回収株式会社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。 
 また、前連結会計年度まで連結子会社であったジーシー株式会社及び株式会社みつわ会（ジ
ーシー㈱の100％子会社）の２社は、当中間連結会計期間においてジーシー株式会社の全株式
をゼネラル･エレクトリック･キャピタル･コンシューマー･ファイナンス株式会社（現ＧＥコン
シューマー・ファイナンス株式会社）へ譲渡したため連結の範囲から除外しております。 
 
[海 外] ： PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 
  良京實業股份有限公司 
  佑京實業股份有限公司 
  計 ３社 

 
②主要な非連結子会社の名称等 
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）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、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持分法を適用した関連会社数 １社 
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（PROMISE(EUROPE)S.A.他）及び関連会社（南京神州種子
産業有限公司）は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金等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 
良京實業股份有限公司  ６ 月 30日 
佑京實業股份有限公司  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、中間連結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 
   当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、支給見込額に
基づき計上しております。 
c.債務保証損失引当金 
  当社は、債務保証に係る損失に備えるため、当中間連結会計期間末における損失発生見込額
を計上しております。 
d.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。 

   なお、執行役員については別途、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 
e.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。 
f.補償損失引当金 
   関係会社株式の売却に伴う瑕疵担保責任の履行による損失に備えるため、補償履行の可能性
が高い瑕疵担保責任につき、求償権の行使による回収可能性を検討し、損失発生見込額を計上
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
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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取引 
   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 
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.ヘッジ有効性評価の方法 
   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ことに
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基本となる重要な事項 
a.収益及び費用の計上基準 
 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。 
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。 

   ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」として中間
連結貸借対照表に計上し、５年間で均等償却を行っております。 

 
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。 
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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14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15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。 

内容 
金額 
(百万円) 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 8,708 
  割賦売掛金 1,649 

計 10,358 
(割賦購入あっせん)  
  割賦売掛金 50,953 
(一般売上)  
  売掛金 318 

合計 61,630 
 

１ 受取手形及び売掛金の内訳は次
のとおりであります。 

内容 
金額 
(百万円) 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 6,654 
  割賦売掛金 1,922 

計 8,577 
(一般売上)  
  売掛金 215 

合計 8,792 
 

１ 受取手形及び売掛金の内訳は次
のとおりであります。 

内容 
金額 
(百万円) 

(割賦販売)  
  割賦受取手形 7,559 
  割賦売掛金 1,756 

計 9,315 
(割賦購入あっせん)  
  割賦売掛金 51,521 
(一般売上)  
  売掛金 159 

合計 60,997 
 

２ 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,589,079百万円で
あります。 

２ 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,553,489百万円で
あります。 

２ 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,607,121百万円で
あります。 

３ 担保に供している資産及びその
対応する債務 

３ 担保に供している資産及びその
対応する債務 

３ 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 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

預金 750 
受取手形及び売掛金 13,962 
営業貸付金 253,344 
建物・土地 8,380 
その他 63 

計 276,501 
 

 イ）担保に供している資産 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

預金 456 
受取手形及び売掛金 2,737 
営業貸付金 214,194 
建物・土地 8,077 
その他 49 

計 225,514 
 

 イ）担保に供している資産 

種類 
期末帳簿 
価額 
(百万円) 

預金 648 
受取手形及び売掛金 10,930 
営業貸付金 243,751 
建物・土地 8,131 
その他 55 

計 263,518 
 

 ロ）対応する債務 

科目 
中間期末残高 
(百万円) 

短期借入金 2,106 
１年内返済予定 
長期借入金 80,940 

流動負債その他 811 
長期借入金 172,071 
固定負債その他 761 

計 256,692 
 

 ロ）対応する債務 

科目 
中間期末残高 
(百万円) 

短期借入金 1,141 
１年内返済予定 
長期借入金 67,541 

流動負債その他 121 
長期借入金 138,602 

計 207,406 
 

 ロ）対応する債務 

科目 
期末残高 
(百万円) 

短期借入金 1,385 
１年内返済予定 
長期借入金 82,011 

流動負債その他 576 
長期借入金 156,759 

計 240,733 
 

 ① 上記のほか、受取手形及び売
掛金9,188百万円及び営業貸付
金372,840百万円について、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1,000百万円、１年内返
済予定長期借入金103,507百万
円、長期借入金263,441百万円で
あります。 

 ① 上記のほか、営業貸付金
339,440百万円について、債権譲
渡予約契約を締結しておりま
す。これに対応する債務は、１
年内返済予定長期借入金87,899
百万円、長期借入金240,416百万
円であります。 

 ① 上記のほか、受取手形及び売
掛金9,888百万円及び営業貸付
金357,659百万円について、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3,150百万円、１年内返
済予定長期借入金107,762百万
円、長期借入金243,976百万円で
あります。 

 ② 建物・土地のうち115百万円
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     ―――――  ②     ――――― 
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前中間連結会計期間末 
平成14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15年３月31日現在 

４ 不良債権の状況 

区分 
金額 
(百万円) 

破綻先債権 3,469 
延滞債権 634 
３ヵ月以上延滞債権 14,450 
貸出条件緩和債権 40,164 

計 58,718 
 

４ 不良債権の状況 

区分 
金額 
(百万円) 

破綻先債権 4,411 
延滞債権 820 
３ヵ月以上延滞債権 19,509 
貸出条件緩和債権 50,196 

計 74,937 
 

４ 不良債権の状況 

区分 
金額 
(百万円) 

破綻先債権 4,436 
延滞債権 699 
３ヵ月以上延滞債権 13,849 
貸出条件緩和債権 46,416 

計 65,402 
 

 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 

 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。 

   なお、40,164百万円のうちに
は、延滞日数が30日以内のもの
が35,533百万円含まれておりま
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、50,196百万円のうちに
は、延滞日数が30日以内のもの
が45,171百万円含まれておりま
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、46,416百万円のうちに
は、延滞日数が30日以内のもの
が41,245百万円含まれておりま
す。 

５ 投資その他の資産の「その他」
に含めた貸倒引当金は637百万円
であります。 

５ 投資その他の資産の「その他」
に含めた貸倒引当金は406百万円
であります。  

５ 投資その他の資産の「その他」
に含めた貸倒引当金は848百万円
であります。 

６ 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、4,063百
万円であります。 

６ 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、2,394百
万円であります。 

 ６ 流動負債の「その他」に含めた
コマーシャルペーパーは、2,595
百万円であります。 

７     ――――― ７ 偶発債務 
(1) 信用保証業務の保証債務   

     1,438百万円 
 (2) 台湾での停止条件付債権買取
業務に係る偶発債務  
                     243百万円 

７ 偶発債務 
    台湾での停止条件付債権買取業
務に係る偶発債務  

                       232百万円 
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前中間連結会計期間末 
平成14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15年３月31日現在 

  
  
  
  

(3) 瑕疵担保責任  37,652百万円 
   瑕疵担保責任は、当社の子会社
であったジーシー㈱の当社保有全
株式をゼネラル・エレクトリッ
ク・キャピタル・コンシューマー・
ファイナンス㈱（現ＧＥコンシュ
ーマー・ファイナンス㈱）へ譲渡
したことに伴うものであり、同社
保有債権のうち瑕疵担保責任の対
象となっている債権残高の総額で
あります。 

 
 
 
 
  

８ 営業貸付金に係る貸出コミット
メントライン契約 
  営業貸付金のうち1,593,773百
万円は、リボルビング方式による契
約(極度借入基本契約で自動更新)
であります。同契約は、一定の利
用限度枠を決めておき、契約上規
定された条件について違反がない
限り、利用限度額の範囲で繰返し
貸出しができる契約であります。 
  同契約に係る融資未実行残高
は、419,004百万円(有担保リボル
ビング契約292百万円を含む。)で
あります。この融資未実行残高に
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。)
も含めております。 
  なお、同契約は、融資実行され
ずに終了するものもあるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも
将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。 
  同契約には、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
の拒絶又は利用限度額の増減をす
ることができる旨の条項がつけら
れております。 
  また、契約後も定期的に契約の
見直し、与信保全上の措置等を講
じております。 

８ 営業貸付金に係る貸出コミット
メントライン契約 

  営業貸付金のうち1,558,619百
万円は、リボルビング方式による契
約(極度借入基本契約で自動更新)
であります。同契約は、一定の利
用限度枠を決めておき、契約上規
定された条件について違反がない
限り、利用限度額の範囲で繰返し
貸出しができる契約であります。 

  同契約に係る融資未実行残高
は、383,865百万円(有担保リボル
ビング契約275百万円を含む。)で
あります。この融資未実行残高に
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。)
も含めております。 
  なお、同契約は、融資実行され
ずに終了するものもあるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも
将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。 
  同契約には、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
の拒絶又は利用限度額の増減をす
ることができる旨の条項がつけら
れております。 
  また、契約後も定期的に契約の
見直し、与信保全上の措置等を講
じております。 

８ 営業貸付金に係る貸出コミット
メントライン契約 

  営業貸付金のうち1,611,186百
万円は、リボルビング方式による契
約(極度借入基本契約で自動更新)
であります。同契約は、一定の利
用限度枠を決めておき、契約上規
定された条件について違反がない
限り、利用限度額の範囲で繰返し
貸出しができる契約であります。 
  同契約に係る融資未実行残高
は、420,184百万円(有担保リボル
ビング契約282百万円を含む。)で
あります。この融資未実行残高に
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。)
も含めております。 
  なお、同契約は、融資実行され
ずに終了するものもあるため、融
資未実行残高そのものが必ずしも
将来のキャッシュ・フローに影響
を与えるものではありません。 
  同契約には、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
の拒絶又は利用限度額の増減をす
ることができる旨の条項がつけら
れております。 
また、契約後も定期的に契約の
見直し、与信保全上の措置等を講
じております。 

９ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には44,390百万円の
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。 

内容 
時価 
(百万円) 

コマーシャルペーパー 33,086 
有価証券 8,070 
信託受益権 3,200 

計 44,357 
 

９ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には87,261百万円の
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。 

内容 
時価 
(百万円) 

コマーシャルペーパー 57,293 
有価証券 25,970 
信託受益権 3,969 

計 87,233 
 

９ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には46,076百万円の
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
券の内容及び期末時価は、次のと
おりであります。 

内容 
時価 

(百万円) 
コマーシャルペーパー 28,999 
有価証券 14,027 
信託受益権 3,050 

計 46,076 
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前中間連結会計期間末 
平成14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15年３月31日現在 

10 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。 
（当座貸越契約） 
借入枠 13,785百万円 
借入実行残高 5,680百万円 

差引 8,105百万円 
（貸出コミットメント契約） 
借入枠 161,110百万円 
借入実行残高 10,334百万円 

差引 150,775百万円 
 

10 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。 
（当座貸越契約） 
借入枠 28,901百万円 
借入実行残高 24,853百万円 

差引 4,047百万円 
（貸出コミットメント契約） 
借入枠 238,110百万円 
借入実行残高 11,136百万円 

差引 226,974百万円 
 

10 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。 
（当座貸越契約） 
借入枠 17,100百万円 
借入実行残高 6,645百万円 

差引 10,454百万円 
（貸出コミットメント契約） 
借入枠 232,080百万円 
借入実行残高 11,227百万円 

差引 220,852百万円 
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(中間連結損益計算書関係) 
前中間連結会計期間 
自平成14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15年３月31日 

１ その他の金融収益の内容は次の
とおりであります。 
(1) 預金利息 6百万円 
(2) 有価証券利息 0百万円 
(3) 貸付金利息 8百万円 
(4) その他 1,157百万円 

計 1,171百万円 
 

１ その他の金融収益の内容は次の
とおりであります。 
(1) 預金利息 1百万円 
(2) 有価証券利息 0百万円 
(3) 貸付金利息 19百万円 
(4) その他 9百万円 

計 31百万円 
 

１ その他の金融収益の内容は次の
とおりであります。 
(1) 預金利息 8百万円 
(2) 有価証券利息 0百万円 
(3) 貸付金利息 14百万円 
(4) その他 2,284百万円 

計 2,307百万円 
 

２ 金融費用の内容は次のとおりで
あります。 
(1) 支払利息 9,394百万円 
(2) 社債利息 3,002百万円 
(3) その他 559百万円 

計 12,956百万円 
 

２ 金融費用の内容は次のとおりで
あります。 
(1) 支払利息 7,456百万円 
(2) 社債利息 2,924百万円 
(3) その他 631百万円 

計 11,012百万円 
 

２ 金融費用の内容は次のとおりで
あります。 
(1) 支払利息 17,847百万円 
(2) 社債利息 5,944百万円 
(3) その他 1,009百万円 

計 24,802百万円 
 

３ 受取利息及び受取配当金には、
優先出資証券配当金486百万円が
含まれております。 

３ 受取利息及び受取配当金には、
優先出資証券配当金1,348百万円
が含まれております。 

３ 受取利息及び受取配当金には、
優先出資証券配当金486百万円が
含まれております。 

４ 固定資産除売却損は、建物・器
具備品等の除却損922百万円及び
器具備品等の売却損198万円であ
ります。 

４ 固定資産除売却損は、建物・器
具備品等の除却損178百万円であ
ります。 

４ 固定資産除売却損は、建物・器
具備品等の除却損1,131百万円及
び器具備品等の売却損242百万円
であります。  

５ 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。 

５ 会員権評価損は、ゴルフ会員権
等の減損処理費用であります。 

５ 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。 

６ 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。 

６ 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。 

６ 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 
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(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14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15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 
現金及び預金勘定 67,664百万円 
短期貸付金勘定 46,865百万円 

計 114,530百万円 
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金 

△6,897百万円 

現先運用以外の 
短期貸付金 

△2,475百万円 

現金及び現金同等物 105,157百万円 
 

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 
現金及び預金勘定 74,169百万円 
短期貸付金勘定 87,261百万円 

計 161,430百万円 
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金 

△3,152百万円 

現先運用以外の 
短期貸付金 

―百万円 

現金及び現金同等物 158,278百万円 
 

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 
現金及び預金勘定 63,848百万円 
短期貸付金勘定 49,726百万円 

計 113,574百万円 
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金 

△4,163百万円 

現先運用以外の 
短期貸付金 

△3,650百万円 

現金及び現金同等物 105,760百万円 
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(リース取引関係) 
前中間連結会計期間 
自平成14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15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 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

器具備
品及び
運搬具 

7,699 4,124 3,574 

無形固
定資産
その他 

112 45 66 

計 7,811 4,169 3,641 
 

 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 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

器具備
品及び
運搬具 

 
4,896 

 
2,369 2,527 

無形固
定資産
その他 

112 67 44 

計 5,008 2,436 2,571 
 

 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 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

器具備
品及び
運搬具 

6,868 2,747 4,120 

無形固
定資産
その他 

112 56 55 

計 6,980 2,804 4,175 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 

１年内 1,426百万円 
１年超 2,320百万円 

計 3,746百万円 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 

１年内 1,171百万円 
１年超 1,485百万円 

計 2,656百万円 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当
額 

１年内 1,548百万円 
１年超 2,718百万円 

計 4,267百万円 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,080百万円 
減価償却費相当額 960百万円 
支払利息相当額 89百万円 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

支払リース料 680百万円 
減価償却費相当額 619百万円 
支払利息相当額 63百万円 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,991百万円 
減価償却費相当額 1,794百万円 
支払利息相当額 160百万円 
 

 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 
１年内 86百万円 
１年超 2百万円 

計 89百万円 
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
１年内 104百万円 
１年超 162百万円 

計 267百万円 
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 
１年内 36百万円 
１年超 1百万円 

計 38百万円 
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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14年９月30日) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 
  取得原価  中間連結貸借対照表計上額 差額 
(1)株式 6,418百万円 8,885百万円 2,466百万円 
(2)その他 259百万円 137百万円 △122百万円 

合計 6,678百万円 9,022百万円 2,344百万円 
(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、３百万円減損処理を行っており

ます。 
   なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる
額について減損処理を行っております。 
 
 
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） 
  非上場株式（店頭売買株式を除く。）  2,591百万円 
  優先出資証券  13,300百万円 
 
 

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成15年９月30日) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 
  取得原価  中間連結貸借対照表計上額 差額 
(1)株式 6,157百万円 8,455百万円 2,298百万円 
(2)その他 115百万円 146百万円 31百万円 

合計 6,272百万円 8,602百万円 2,329百万円 
(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、０百万円減損処理を行っており

ます。 
   なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる
額について減損処理を行っております。 

 
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） 
  非上場株式(店頭売買株式を除く。)  1,353百万円 
  優先出資証券  13,300百万円 

 
 
Ⅲ 前連結会計年度末(平成15年３月31日) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 
  取得原価  連結貸借対照表計上額 差額 
(1)株式 5,866百万円 5,059百万円 △806百万円 
(2)その他 115百万円 115百万円 ―百万円 

合計 5,981百万円 5,175百万円 △806百万円 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、511百万円減損処理を行っておりま

す。 
   なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額に
ついて減損処理を行っております。 

 
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） 
  割引金融債 27百万円 
  非上場株式(店頭売買株式を除く。) 2,068百万円 
  優先出資証券 13,300百万円 
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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14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15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) 

6,000 2,000 4,000 金
利 

キャップ
取 引 ( 買
建） 

(20) 
0 △ 20 

(3)
0 △ 3 

(10) 
0 △ 10 

金
利 

スワップ
取引（支払
固定・受取
変動） 

20,000 △ 489 △ 489 32,607 △ 477 △ 477 20,960 △ 450 △ 450 

合  計 26,000 △ 488 △ 509 34,607 △ 477 △ 481 24,960 △ 450 △ 461 

 
 (1)取引の内容 

 金利キャップ取引及び金利スワップ取引です。 
(2)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。 

 (3)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。 

 (4)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。 

 (5)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。 

 (6)「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14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15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。 

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 
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(１株当たり情報) 
前中間連結会計期間 
自平成14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15年３月31日 

 

１株当たり純資産額 4,789.45円

１株当たり中間純利益 259.84円

 潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 
（追加情報） 
 当中間連結会計期間から「１株当
たり当期純利益に関する会計基準」
（企業会計基準委員会  平成14年９
月25日  企業会計基準第２号）及び
「１株当たり当期純利益に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準
委員会 平成14年９月25日 企業会
計基準適用指針第４号）を適用して
おります。 
  なお、当中間連結会計期間におい
て、従来と同様の方法によった場合
の１株当たり情報については、それ
ぞれ以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 4,789.45円

１株当たり中間純利益 259.84円
 

 

１株当たり純資産額 5,169.91円

１株当たり中間純利益 219.94円

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１株当たり純資産額 4,952.12円

１株当たり当期純利益 483.61円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 
  当連結会計年度から「１株当たり
当期純利益に関する会計基準」（企
業会計基準委員会  平成14年９月25
日  企業会計基準第２号）及び「１
株当たり当期純利益に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成14年９月25日 企業会計基
準適用指針第４号）を適用しており
ます。 
  なお、当連結会計年度において、
従来と同様の方法によった場合の１
株当たり情報については、それぞれ
以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 4,952.93円

１株当たり当期純利益 484.41円
 

注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
自平成14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15年３月31日 

連結損益計算書上の中間(当期)純利益(百万円) 32,610 26,743 60,716 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 
利益処分による役員賞与金(百万円) ― ― 100 
普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) 32,610 26,743 60,616 

普通株式の期中平均株式数(千株) 125,498 121,593 125,338 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

① 自己株式取得
方式によるス
トックオプシ
ョン 

351,000株 
② 新株予約権方

式によるスト
ックオプショ
ン 

718,500株 

① 同左 
 
 
 
② 新株予約権方

式によるスト
ックオプショ
ン 

718,500株 
 なお、権利喪失に
より減少した新株
予約権の目的とな
る 株 式 の 数 が
10,550株あるため、
平成15年９月30日
現在では707,950株
であります。 

① 同左 
 
 
 
② 新株予約権方

式によるスト
ックオプショ
ン 

718,500株 
 なお、権利喪失に
より減少した新株
予約権の目的とな
る株式の数が9,150
株あるため、平成15
年３月31日現在で
は709,350株であり
ます。 
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４ 営業実績 
(1)営業収益 

前中間連結会計期間 
自平成14年４月１日 
至平成14年９月30日 

当中間連結会計期間 
自平成15年４月１日 
至平成15年９月30日 

前連結会計年度 
自平成14年４月１日 
至平成15年３月31日 項目 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

営 業 貸 付 金 利 息 
償却債権及び同利息回収額 
あ っ せ ん 収 益 
そ の 他 の 金 融 収 益 
そ の 他 

190,004 
3,359 
2,773 
1,171 
― 

92.5 
1.6 
1.4 
0.6 
― 

188,720 
2,959 
2,603 
31 
622 

93.4 
1.5 
1.3 
0.0 
0.3 

381,125 
6,537 
5,720 
2,307 
― 

92.8 
1.6 
1.4 
0.6 
― 

金 融 
事業収益 

計 197,309 96.1 194,937 96.5 395,691 96.4 

商 品 売 上 高 
そ の 他 

5,233 
2,866 

2.5 
1.4 

4,817 
2,269 

2.4 
1.1 

9,868 
5,058 

2.4 
1.2 その他の 

事業収益 
計 8,100 3.9 7,087 3.5 14,927 3.6 

合  計 205,410 100.0 202,024 100.0 410,619 100.0 

(注) １ 金融事業収益の「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息などであり、「その他」は、買取債権
収入などであります。 

   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。 
   ３ 金融事業収益の「償却債権及び同利息回収額」「あっせん収益」「その他」及びその他の事業収益の「そ

の他」は、連結損益計算書においては「その他の営業収益」として計上しております。 
 
(2)その他の指標 

前中間連結会計期間末 
平成14年９月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15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) 1,599,804 1,367,400 1,559,517 1,375,578 1,614,523 1,375,693 

 無 担 保 ロ ー ン 
有 担 保 ロ ー ン 

1,590,025 
9,779 

1,360,452 
6,947 

1,553,489 
6,028 

1,369,779 
5,799 

1,608,145 
6,378 

1,369,570 
6,122 

顧 客 数   (人) 3,249,241 2,573,588 3,009,013 2,488,390 3,226,462 2,538,902 

 無 担 保 ロ ー ン 
有 担 保 ロ ー ン 

3,246,632 
2,609 

2,571,138 
2,450 

3,006,780 
2,233 

2,486,287 
2,103 

3,224,121 
2,341 

2,536,706 
2,196 

店 舗 数   (店) 1,699 1,525 1,699 1,533 1,711 1,541 

 
有 人 店 舗 
自動契約店舗(無人) 

578 
1,121 

458 
1,067 

535 
1,164 

423 
1,110 

570 
1,141 

455 
1,086 

自 動 契 約 機 台 数   (台) 1,539 1,476 1,556 1,493 1,556 1,493 

Ａ Ｔ Ｍ ／ Ｃ Ｄ 台 数   (台) 2,104 1,831 2,018 1,814 2,105 1,839 

ロ ー ン 申 込 機   (台) ― ― 38 38 ― ― 

社 員 数   (人) 5,936 4,216 5,518 4,131 5,773 4,075 

貸 倒 償 却 額 (百万円) 43,762 31,592 58,352 44,599 96,608 70,462 

貸 倒 引 当 金 残 高 (百万円) 98,324 75,000 125,046 100,300 115,398 87,000 

１株当たり中間(当期)純利益(円) 259.84 273.52 219.94 297.66 483.61 488.87 

１株当たり株主資本   (円) 4,789.45 4,626.82 5,169.91 5,074.55 4,952.12 4,780.81 

(注) １ 顧客数は顧客別に名寄せした債務者数で、当社及び連結子会社ごとの顧客数の合計を記載しております。 
   ２ 自動契約機台数は、総設置台数であります。 
   ３ ATM／CD台数のうちCD台数は、０台（前中間連結会計期間末63台、前連結会計年度末57台）であります。 
   ４ 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。 
   ５ 貸倒引当金残高は、投資その他の資産の「その他」に計上した貸倒引当金を含めて記載しております。 
 


