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 中間個別財務諸表等 

 (1) 中間貸借対照表 

前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16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  53,356  80,759  44,618  
 ２ 営業貸付金  1,375,578  1,347,628  1,352,847  
 ３ 短期貸付金  194,465  145,335  159,568  
 ４ その他  50,058  42,386  53,648  
   貸倒引当金  △100,300  △102,400  △108,300  
    流動資産合計  1,573,159 92.6 1,513,709 91.0 1,502,382 90.1 
Ⅱ 固定資産        
 １ 有形固定資産  24,862 1.5 67,182 4.0 68,566 4.1 
 ２ 無形固定資産  6,198 0.3 5,254 0.3 5,837 0.3 
 ３ 投資その他の資産  94,912 5.6 77,687 4.7 91,347 5.5 
    固定資産合計  125,972 7.4 150,124 9.0 165,751 9.9 
    資産合計  1,699,132 100.0 1,663,833 100.0 1,668,134 100.0 

(負債の部)       
Ⅰ 流動負債        
 １ １年内返済予定長期借入金 194,229  200,231  189,555  
 ２ １年内償還予定社債  30,000  30,000  50,000  
 ３ 未払法人税等  25,398  15,142  12,869  
 ４ 賞与引当金  3,866  3,017  3,110  
 ５ 債務保証損失引当金  28  134  70  
 ６ その他  12,896  10,742  39,595  
    流動負債合計  266,418 15.7 259,267 15.6 295,199 17.7 
Ⅱ 固定負債        
 １ 社債  275,000  255,000  255,000  
 ２ 長期借入金  520,414  382,712  477,077  
 ３ 退職給付引当金  19,368  14,069  12,688  
 ４ 役員退職慰労引当金  265  258  288  
 ５ 補償損失引当金  2,700  2,700  2,700  
 ６ その他  1,391  382  1,169  
    固定負債合計  819,139 48.2 655,123 39.4 748,923 44.9 
    負債合計  1,085,557 63.9 914,390 55.0 1,044,123 62.6 

(資本の部)       
Ⅰ 資本金  49,053 2.9 80,737 4.9 49,053 2.9 
Ⅱ 資本剰余金        
 １ 資本準備金  80,955  112,639  80,955  
 ２ その他資本剰余金  0  14,616  254  
    資本剰余金合計  80,955 4.7 127,256 7.6 81,210 4.9 
Ⅲ 利益剰余金        
 １ 利益準備金  12,263  12,263  12,263  
 ２ 任意積立金  448,700  485,700  448,700  
 ３ 中間(当期)未処分利益  42,362  43,341  49,427  
    利益剰余金合計  503,325 29.6 541,304 32.5 510,391 30.6 
Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,447 0.1 3,504 0.2 4,151 0.2 
Ⅴ 自己株式  △21,207 △1.2 △3,359 △0.2 △20,795 △1.2 
    資本合計  613,575 36.1 749,443 45.0 624,010 37.4 
    負債及び資本合計  1,699,132 100.0 1,663,833 100.0 1,668,134 100.0 
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 (2) 中間損益計算書 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16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  158,826  154,261  314,681  

 ２ その他の営業収益  3,846  3,861  7,486  

    営業収益合計  162,673 100.0 158,123 100.0 322,167 100.0 

Ⅱ 営業費用        

 １ 金融費用  10,091  9,356  20,136  

 ２ その他の営業費用  112,039  87,776  219,295  

    営業費用合計  122,131 75.1 97,132 61.4 239,432 74.3 

    営業利益  40,542 24.9 60,990 38.6 82,735 25.7 

Ⅲ 営業外収益  1,600 1.0 1,692 1.0 2,292 0.7 

Ⅳ 営業外費用  178 0.1 483 0.3 593 0.2 

    経常利益  41,964 25.8 62,199 39.3 84,434 26.2 

Ⅴ 特別利益  23,628 14.5 329 0.2 24,238 7.5 

Ⅵ 特別損失  3,058 1.9 703 0.4 23,549 7.3 

    税引前中間(当期)純利益 62,534 38.4 61,825 39.1 85,123 26.4 

    法人税、住民税及び事業税 25,524 15.7 14,921 9.4 37,800 11.7 

    法人税等調整額  803 0.5 9,867 6.3 △1,994 △0.6 

       計  26,327 16.2 24,788 15.7 35,805 11.1 

    中間(当期)純利益  36,207 22.2 37,036 23.4 49,318 15.3 

    前期繰越利益  6,154  6,304  6,154  

    中間配当額  ―  ―  6,045  

    中間(当期)未処分利益  42,362  43,341  49,427  
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 (3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社
株式 
  移動平均法による原価
法 

 その他有価証券 
 ①時価のあるもの 
   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 
   (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) 

 ②時価のないもの 
   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社
株式 
     同左 
 
 その他有価証券 
 ①時価のあるもの 
     同左 
 
 
 
 
 
 ②時価のないもの 
     同左 

(1) 有価証券 
 子会社株式及び関連会社
株式 
     同左 
 
 その他有価証券 
 ①時価のあるもの 
   期末日の市場価格等

に基づく時価法 
   (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) 

 ②時価のないもの 
     同左 

 (2) デリバティブ 
   時価法 

(2) デリバティブ 
     同左 

(2) デリバティブ 
     同左 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

   

 (1) 有形固定資産    定率法によっておりま
す。 
 ただし、平成10年４月１
日以降に取得した建物(建
物附属設備を除く。)につ
いては、定額法によってお
ります。 
 なお、取得価額10万円以
上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間
で均等償却しております。 
 また、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 ２～20年 
 

     同左      同左 

 (2) 無形固定資産  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。 
 なお、取得価額10万円以
上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間
で均等償却しております。 

     同左      同左 

 (3) 長期前払費用  均等償却しております。      同左      同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

３ 引当金の計上基準    
 (1) 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。 

     同左      同左 

 (2) 賞与引当金  中間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。 

     同左  事業年度末に在籍する使
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。 

 (3) 債務保証損失引
当金 

 債務保証に係る損失に備
えるため、当中間会計期間
末における損失発生見込額
を計上しております。 

     同左  債務保証に係る損失に備
えるため、当事業年度末に
おける損失発生見込額を計
上しております。 

 (4) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当
中間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。 

     同左  従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上
しております。 
 なお、過去勤務債務の額
及び数理計算上の差異につ
いては発生年度において一
括費用処理しております。 
 また、執行役員について
は別途、内規に基づく期末
要支給額を計上しておりま
す。 
(追加情報) 
 当事業年度末において、
希望退職制度の実施に伴い
退職者が一時に発生したた
め、希望退職者に係る特別
退職加算金を特別損失に計
上しております。 

 (5) 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。 

     同左  役員退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上してお
ります。 

 (6) 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。 

     同左      同左 

４ 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。 

     同左      同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 ① 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。 

① ヘッジ会計の方法 
     同左 

① ヘッジ会計の方法 
     同左 

 ② 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 

② ヘッジ手段とヘッジ対
象 
     同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対
象 
     同左 

 ③ 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。 

③ ヘッジ方針 
     同左 

③ ヘッジ方針 
     同左 

 ④ 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。 

④ ヘッジ有効性評価の方
法 
     同左 

④ ヘッジ有効性評価の方
法 
     同左 

 ⑤ リスク管理体制 
  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。 

⑤ リスク管理体制 
     同左 

⑤ リスク管理体制 
     同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

６ その他中間財務諸
表(財務諸表)作成
のための基本とな
る重要な事項 

   

 (1) 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
しております。 

     同左      同左 

 (2) 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、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」とし
て中間貸借対照表に計上
し、５年間で均等償却を行
っております。 
 なお、仮払消費税等及び
仮受消費税等は相殺のう
え、残額を流動負債の「そ
の他」に含めて計上してお
ります。 

     同左  消費税及び地方消費税の
会計処理は、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」とし
て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。 
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(4) 会計処理の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間会計期間から「固定資産の
減損に係る会計基準」(｢固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書｣ (企業会計審議会 平成14
年８月９日)) 及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成15年10月31
日 企業会計基準適用指針第６号)
を適用しております。 
 これにより税引前中間純利益が
263百万円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
基づき当該各資産の金額から直接控
除しております。 

――――― 

(5) 追加情報 
 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

――――― ｢地方税法等の一部を改正する法
律｣ (平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当中間会計期間から「法人
事業税における外形標準課税部分の
損益計算書上の表示についての実務
上の取扱い」(平成16年２月13日 
企業会計基準委員会 実務対応報告
第12号)に従い法人事業税の付加価
値割及び資本割については、その他
の営業費用に計上しております。 
 この結果、その他の営業費用が391
百万円増加し、営業利益、経常利益
及び税引前中間純利益が、391百万円
減少しております。 

――――― 
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 (6) 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 
38,006百万円 

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 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 194,149 

計 194,149 
 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 
32,559百万円 

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 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 161,170 

計 161,170 
 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 
31,249百万円 

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 

種類 期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 185,719 

計 185,719 
 

  ロ)対応する債務 

科目 中間期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 54,785 

長期借入金 134,077 

計 188,862 
 

  ロ)対応する債務 

科目 中間期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 56,836 

長期借入金 100,001 

計 156,837 
 

  ロ)対応する債務 

科目 期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 49,493 

長期借入金 131,188 
計 180,681 

 
   上記のほか、営業貸付金

333,596百万円について、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長期
借入金319,291百万円(１年内返
済予定85,347百万円を含む。)
及び関係会社に対する保証債務
3,300百万円であります。 

   上記のほか、営業貸付金
273,355百万円について、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長期
借入金260,213百万円(１年内返
済予定81,268百万円を含む。)
及び関係会社に対する保証債務
3,916百万円であります。 

   上記のほか、営業貸付金
310,602百万円について、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長期
借入金297,315百万円(１年内返
済予定84,126百万円を含む。)
及び関係会社に対する保証債務
2,845百万円であります。 

３ 営業貸付金のうち個人向無担保
営業貸付金は、1,369,779百万円
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、1,342,940百万円
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、1,347,657百万円
であります。 

４ 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1,375,011百
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、356,325百万円(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。 

４ 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1,347,200百
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、350,046百万円(有担保リボル
ビング契約227百万円を含む。)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。 

４ 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1,352,344百
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、351,936百万円(有担保リボル
ビング契約252百万円を含む。)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。 
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前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

  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
当社の将来のキャッシュ・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、当社が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。 

  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
当社の将来のキャッシュ・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、当社が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。 

  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
当社の将来のキャッシュ・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、当社が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。 

５ 偶発債務 
 (1) 信用保証業務の保証債務 

1,438百万円 

５ 偶発債務 
 (1) 信用保証業務の保証債務 

3,826百万円 

５ 偶発債務 
 (1) 信用保証業務の保証債務 

2,778百万円 
 (2) 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。 

 (2) 瑕疵担保責任 
22,138百万円 

  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。 

 (2) 瑕疵担保責任 
29,858百万円 

  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。 

 (3) 関係会社及び従業員の借入金
等に対する保証 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 パル債権回収㈱ 20,000 
 PROMISE(HONG 
 KONG)CO.,LTD. 10,475 

 良京實業股份 
 有限公司 4,158 

 ㈱ネット 
 フューチャー 500 

 ㈱ぷらっと 445 

計 35,578 

従業員 5 

合計 35,584 
 

(3) 関係会社及び従業員の借入金
等に対する保証 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  
 PROMISE(HONG 
 KONG)CO.,LTD. 10,039 

 パル債権回収㈱ 10,000 
 普羅米斯顧問 
 股份有限公司 1,432 

 ㈱ぷらっと 186 

計 21,657 

従業員 2 

合計 21,659 
 

(3) 関係会社及び従業員の借入金
等に対する保証 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 パル債権回収㈱ 10,000 
 PROMISE(HONG 
 KONG)CO.,LTD. 9,959 

 良京實業股份 
 有限公司 3,824 

 ㈱ネット 
 フューチャー 500 

 ㈱ぷらっと 258 

計 24,541 

従業員 2 

合計 24,544 
   PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.及

び良京實業股份有限公司に対する
保証債務のうち、外貨建のものは
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 
730,000千香港ドル、良京實業股
份有限公司1,260,000千台湾ドル
であります。 

  PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.に
対する保証債務のうち、外貨建の
ものは705,000千香港ドルでありま
す。 

  PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.及
び良京實業股份有限公司に対する
保証債務のうち、外貨建のものは
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 
735,000千香港ドル、良京實業股
份有限公司1,195,000千台湾ドル
であります。 
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前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

６ 不良債権の状況 

区分 金額 
(百万円) 

破綻先債権 3,322 

延滞債権 282 

３カ月以上延滞債権 15,439 

貸出条件緩和債権 41,634 

計 60,678 
 

６ 不良債権の状況 

区分 金額 
(百万円) 

破綻先債権 1,111 

延滞債権 160 

３カ月以上延滞債権 12,990 

貸出条件緩和債権 54,102 

計 68,364 
 

６ 不良債権の状況 

区分 金額 
(百万円) 

破綻先債権 1,135 

延滞債権 160 

３カ月以上延滞債権 11,132 

貸出条件緩和債権 47,254 

計 59,681 
 

 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カ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カ月以上遅延し
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カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

   なお、41,634百万円の内に
は、延滞日数が30日以内のもの
が37,692百万円含まれておりま
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カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

   なお、54,102百万円の内に
は、延滞日数が30日以内のもの
が49,486百万円含まれておりま
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カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 

   なお、47,254百万円の内に
は、延滞日数が30日以内のもの
が42,674百万円含まれておりま
す。 
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前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

７ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には86,961百万円の
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
手から担保として有価証券を受入
れております。 
  なお、受入れた有価証券の中間
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 56,993 

有価証券 25,970 

信託受益権 3,969 

計 86,933 
 

７ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には37,998百万円の
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
手から担保として有価証券を受入
れております。 
  なお、受入れた有価証券の中間
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 24,998 

有価証券 12,999 

計 37,998 
 

７ 担保受入金融資産 
  短期貸付金には48,964百万円の
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
手から担保として有価証券を受入
れております。 
  なお、受入れた有価証券の期末
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 32,994 

有価証券 12,996 

信託受益権 2,970 

計 48,961 
 

８ 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 50百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 50百万円 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 222,750百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 222,750百万円 

 

８ 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 50百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 50百万円 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 245,500百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 245,500百万円 

 

８ 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 50百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 50百万円 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 240,140百万円 
借入実行残高 ―百万円 
差引 240,140百万円 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

１ 金融費用の主要項目 
支払利息 6,296百万円 
社債利息 2,924百万円 
社債発行費 95百万円 

 

１ 金融費用の主要項目 
支払利息 5,752百万円 
社債利息 2,620百万円 
社債発行費 67百万円 

 

１ 金融費用の主要項目 
支払利息 12,654百万円
社債利息 5,657百万円
社債発行費 95百万円

 
２ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,727百万円 
無形固定資産 1,435百万円 

 

２ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,222百万円 
無形固定資産 849百万円 

 

２ 減価償却実施額 
有形固定資産 3,583百万円
無形固定資産 2,307百万円

 
３ 営業外収益の主要項目 

貸付金利息 121百万円
受取配当金 1,071百万円
匿名組合 
出資利益 197百万円

 

３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 112百万円 
受取配当金 1,092百万円 
匿名組合 
出資利益 218百万円 

 

３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 245百万円
受取配当金 1,089百万円
匿名組合 
出資利益 405百万円

保険金及び 
保険配当金 237百万円

 
４ 営業外費用の主要項目 

店舗等移転 
諸費用 54百万円

店舗等解約費 31百万円 

４ 営業外費用の主要項目 
新株発行費 
償却 230百万円 

店舗等移転 
諸費用 79百万円 

店舗等解約費 45百万円 

４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 321百万円

店舗等解約費 71百万円 

５ 特別利益の主要項目 
子会社株式 
売却益 23,528百万円 

 

５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 325百万円 

 

５ 特別利益の主要項目 
子会社株式 
売却益 23,737百万円 

 
６ 特別損失の主要項目 

補償損失 
引当金繰入額 2,700百万円

 

６ 特別損失の主要項目 
関係会社株式 
評価損 303百万円 

減損損失 263百万円 
 

６ 特別損失の主要項目 
特別退職 
加算金 18,745百万円

補償損失 
引当金繰入額 2,700百万円

 
――――― ７ 当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減損
損失を計上しております。 
場所 用途 種類 
香川県 遊休資産 土地 
東京都 遊休資産 土地 
石川県 遊休資産 土地 
大阪府 遊休資産 土地 
広島県 遊休資産 土地 
当社は、資産グループを金融事
業、遊休資産に分類しております。 
遊休資産については、市場価格が
帳簿価額より著しく下落しているこ
とにより帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失
263百万円として特別損失に計上し
ております。 
なお、回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、不動産鑑定
士による鑑定評価額により算定して
おります。 

――――― 
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16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) 

車両 
運搬具 520 305 215 

器具 
備品 3,418 1,424 1,994 

計 3,939 1,729 2,209 
 

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) 

車両 
運搬具 300 203 97 

器具 
備品 3,419 2,274 1,144 

計 3,719 2,478 1,241 
 

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
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) 

車両 
運搬具 358 244 113 

器具 
備品 3,439 1,867 1,572 

計 3,798 2,112 1,686 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 989百万円
１年超 1,287百万円
  計 2,277百万円

 

 ② 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 949百万円
１年超 367百万円

計 1,317百万円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当
額 
１年内 943百万円
１年超 797百万円

計 1,740百万円
 

 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 551百万円
減価償却費 
相当額 506百万円

支払利息 
相当額 49百万円

 

 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 500百万円
減価償却費 
相当額 463百万円

支払利息 
相当額 29百万円

 

 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 1,008百万円
減価償却費 
相当額 950百万円

支払利息 
相当額 61百万円

 
 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 97百万円
１年超 146百万円

計 244百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 97百万円
１年超 48百万円

計 146百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 97百万円
１年超 97百万円

計 195百万円
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成15年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度末(平成16年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

 
１株当たり純資産額 5,074.55円
 

 
１株当たり純資産額 5,576.09円 
 

 
１株当たり純資産額 5,155.72円 
  

１株当たり中間純利益 297.66円
 

 
１株当たり中間純利益 291.99円 
 

 
１株当たり当期純利益 406.05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。 

 
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 291.89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。 

(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。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

損益計算書上の中間(当期)純利益
(百万円) 

36,207 37,036 49,318 

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円) 

36,207 37,036 49,245 

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) 

― ― 73 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 73 

普通株式の期中平均株式数(千株) 121,639 126,838 121,278 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた中間
(当期)純利益調整額の主要な内訳
(百万円) 

― ― ― 

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳 

   

新株予約権(千株) ― 42 ― 

普通株式増加数(千株) ― 42 ― 

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
益の算定に含まれなかった潜在株式
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 
   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 
 
 
 

―――― 

①   同左 
 
 
 
② 新株予約権方式に

よるストックオプ
ション 

611,750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
141,750 株あるた
め、平成16年３月
31 日 現 在 で は
470,000 株であり
ます。 

 


