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６ 個別財務諸表 

 (1) 貸借対照表 

  前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額 
(百万円)

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 52,835 51,299  △1,536

２ 営業貸付金 
※1,2, 
  3,6 1,193,876 1,143,770  △50,106

３ 有価証券  ― 11,000  11,000

４ 短期貸付金 
※1,7, 

  10 
84,834 193,133  108,298

５ 前払費用  1,152 780  △371

６  未収法人税等  4,966 ―  △4,966

７ 未収収益  11,588 10,679  △909

８ 関係会社事業貸付金 ※４ 71,100 4,700  △66,400

９ 繰延税金資産  59,522 40,904  △18,617

10  求償権  7,276 13,350  6,074

11 その他 ※10 6,964 6,737  △227

貸倒引当金 ※９ △259,200 △221,306  37,894

流動資産合計 1,234,918 89.1 1,255,049 89.9 20,131

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産    

(1) 建物  22,313 21,136   

減価償却累計額  12,075 10,238 12,023 9,113  △1,124

(2) 構築物  4,061 3,690   

減価償却累計額  2,683 1,378 2,572 1,117  △260

(3) 器具備品  28,551 25,767   

減価償却累計額  20,753 7,797 21,042 4,724  △3,073

(4) 土地  44,077 43,988  △89

有形固定資産合計  63,491 4.6  58,944 4.2 △4,546

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  7,876 6,905  △970

(2) 電話加入権  672 203  △469

(3) その他  5 3  △1

無形固定資産合計  8,554 0.6 7,113 0.5 △1,441

３ 投資その他の資産    
(1) 投資有価証券 ※１ 22,774 10,148  △12,625

(2) 関係会社株式 ※１ 44,863 54,877  10,013

(3) 長期前払費用 ※10 564 454  △109

(4) 差入保証金  9,030 8,334  △696

(5) その他  1,057 899  △158
投資その他の資産
合計  78,289 5.7 74,715 5.4 △3,574

固定資産合計  150,336 10.9 140,772 10.1 △9,563

資産合計  1,385,254 100.0 1,395,821 100.0 10,567
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  前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額 
(百万円)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金 ※１ 5,000 101,000  96,000

２ １年内返済予定長期
借入金 

※１ 128,777 112,726  △16,051

３ １年内償還予定社債  50,000 30,000  △20,000

４ 未払金  4,576 3,714  △862

５ 未払費用  2,828 3,208  380

６ 未払法人税等  104 1,567  1,462

７ 預り金  4,230 1,678  △2,551

８ 前受収益  22 26  4

９ 賞与引当金  2,935 2,825  △110

10 役員賞与引当金  ― 30  30

11 債務保証損失引当金  12,233 13,911  1,678

12 利息返還損失引当金  65,800 60,000  △5,800

13 その他  288 317  28

流動負債合計  276,794 20.0 331,004 23.7 54,209

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  190,000 260,420  70,420

２ 長期借入金 ※１ 385,439 311,013  △74,426

３ 繰延税金負債  3,846 157  △3,688

４ 退職給付引当金  867 2,887  2,020

５ 役員退職慰労引当金  337 254  △82

６ 利息返還損失引当金  167,600 138,000  △29,600

７ その他  53 48  △5

固定負債合計  748,143 54.0 712,781 51.1 △35,362

負債合計  1,024,938 74.0 1,043,785 74.8 18,847
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  前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額 
(百万円)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  80,737 5.8 80,737 5.8 ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  112,639 112,639   

(2) その他資本剰余金  14,697 14,696   

資本剰余金合計  127,336 9.2 127,336 9.1 △0

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  12,263 12,263   

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  566,700 176,700   

繰越利益剰余金  △374,889 12,200   

利益剰余金合計  204,073 14.7 201,164 14.4 △2,909

４ 自己株式  △57,423 △4.1 △57,424 △4.1 △1

株主資本合計  354,725 25.6 351,813 25.2 △2,911

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
差額金  5,609 229  △5,380

２ 繰延ヘッジ損益  △19 △7  12

評価・換算差額等
合計  5,590 0.4 222 0.0 △5,368

純資産合計  360,315 26.0 352,036 25.2 △8,279

負債純資産合計  1,385,254 100.0 1,395,821 100.0 10,567
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 (2) 損益計算書 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

比較増減

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額 
(百万円)

Ⅰ 営業収益     

１ 営業貸付金利息  276,843 249,836  △27,007

２ その他の金融収益    

(1) 預金利息  31 176   

(2) 貸付金利息  1,471 1,179   

(3) その他  ― 1,502 36 1,392  △110

３ その他の営業収益  21,564 23,992  2,428

営業収益合計  299,910 100.0 275,221 100.0 △24,689

Ⅱ 営業費用    

１ 金融費用    

(1) 支払利息 ※１ 13,089 14,107   

(2) その他  1,005 14,095 1,005 15,113  1,017

２ その他の営業費用    

(1) 広告宣伝費  10,615 7,846   

(2) 貸倒引当金繰入額  204,721 81,779   

(3) 貸倒損失  6,043 ―   

(4) 債務保証損失引当
金繰入額 

 10,771 8,984   

(5) 利息返還損失引当
金繰入額 

 141,075 30,589   

(6) 債権売却損失  32,627 16,350   

(7) 従業員給料及び賞
与 

 18,716 18,520   

(8) 賞与引当金繰入額  2,935 2,383   

(9) 役員賞与引当金繰
入額 

 ― 30   

(10) 退職給付費用  1,924 4,069   

(11) 役員退職慰労引当
金繰入額 

 48 42   

(12) 福利厚生費  2,854 2,695   

(13) 賃借料  8,631 7,724   

(14) 減価償却費  7,208 5,528   

(15) 支払手数料  17,466 15,997   

(16) 通信費  2,896 2,526   

(17) その他  14,785 483,324 11,093 216,160  △267,164

営業費用合計  497,419 165.9 231,273 84.0 △266,146

営業利益又は 
営業損失（△） 

 △197,508 △65.9 43,948 16.0 241,457
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

比較増減

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額 
(百万円)

Ⅲ 営業外収益     
１ 貸付金利息 ※９ 197 1,162    
２ 受取配当金  210 181   

３ 保険金及び保険配当
金 

 147 188   

４ 受取経営指導料 ※９ 124 152   

５ 雑収入 ※９ 338 1,019 0.3 317 2,001 0.7 981

Ⅳ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 893   

２ 支払手数料  ― 526   

３ 貸倒引当金繰入額  ― 1,057   

４ 店舗等移転諸費用  155 52   

５ 店舗等解約費  39 31   

６ 保証金等償却費  19 1   

７ 雑損失  148 363 0.1 232 2,795 1.0 2,432

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △196,852 △65.6 43,153 15.7 240,006

Ⅴ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 9 1   

２ 投資有価証券売却益  2,900 55   

３  補償損失引当金戻入
額 

 220 ―   

４ その他  ― 3,129 1.0 0 56 0.0 △3,072

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 294 974   

２ 固定資産売却損 ※４ 70 42   

３ 減損損失 ※５ 43 1,019   

４  関係会社清算損失 ※６ 4,111 ―   

５ 投資有価証券評価損  5,598 3,448   

６ 関係会社株式評価損 ※７ 26,881 6,967   

７  利息返還損失引当金
繰入額 

 156,050 ―   

８ 事業再構築損失  ― 864   

９ その他 ※８ 70 193,120 64.4 5 13,322 4.8 △179,797

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△） 

 △386,843 △129.0 29,887 10.9 416,731

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,575 813   

過年度法人税等  ― 4,178   

法人税等調整額  △14,478 △11,903 △4.0 18,611 23,603 8.6 35,506

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 △374,940 △125.0 6,284 2.3 381,225
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 (3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度期間（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)   

 (単位：百万円) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

          

資本金 
資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053

当事業年度中の変動額    

剰余金の配当(注)  △6,657  △6,657

剰余金の配当  △6,657  △6,657

 役員賞与(注)  △67  △67

 別途積立金の積立(注)  28,000 △28,000  ―

 当期純損失  △374,940  △374,940

自己株式の取得   △4 △4

 自己株式の処分  △0  0 0

当事業年度中の変動額

合計 ― ― △0 ― 28,000 △416,323 △4 △388,328

平成19年３月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 11,609 ― 11,609 754,662

当事業年度中の変動額  

剰余金の配当(注)  △6,657

剰余金の配当  △6,657

 役員賞与(注)  △67

 別途積立金の積立(注)  ―

 当期純損失  △374,940

自己株式の取得  △4

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目

の当事業年度中の変

動額(純額) 
△5,999 △19 △6,018 △6,018

当事業年度中の変動額

合計 △5,999 △19 △6,018 △394,347

平成19年３月31日残高 5,609 △19 5,590 360,315

(注) 平成18年６月20日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度期間（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)   

 (単位：百万円) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

          

資本金 
資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年３月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725

当事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △9,194  △9,194

 別途積立金の積立  △390,000 390,000  ―

 当期純利益  6,284  6,284

自己株式の取得   △2 △2

 自己株式の処分  △0  1 0

当事業年度中の変動額

合計 ― ― △0 ― △390,000 387,090 △1 △2,911

平成20年３月31日残高 80,737 112,639 14,696 12,263 176,700 12,200 △57,424 351,813

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 5,609 △19 5,590 360,315

当事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △9,194

 別途積立金の積立  ―

 当期純利益  6,284

自己株式の取得  △2

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目

の当事業年度中の変

動額(純額) 
△5,380 12 △5,368 △5,368

当事業年度中の変動額

合計 △5,380 12 △5,368 △8,279

平成20年３月31日残高 229 △7 222 352,036
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 (4) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) 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

時価法によっております。 

なお、評価差額は全部純資産

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) 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 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

②時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法によっております。 

デリバティブ 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

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 
 

有形固定資産 

① 建物(建物附属設備は除く。) 

ａ 平成10年３月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

ｂ 平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

ｃ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

定額法によっております。 

② 建物以外 

ａ 平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

ｂ 平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

定率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
 
(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

(追加情報) 

なお、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

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。 

 

無形固定資産 

同左 

 長期前払費用 

均等償却しております。 

長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

社債発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

営業貸付金等の債権の貸倒れに備え

るため、一般債権につきましては、貸

倒実績率等を勘案し必要と認められる

額を、貸倒懸念債権等特定の債権につ

きましては、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 

 賞与引当金 

当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。 

 

賞与引当金 

同左 

 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額を計上することとし

ております。 

役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額を計上すること

としております。 

 (会計方針の変更) 

当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用することとしております

が、当事業年度においては、業績に鑑

み計上しておりません。 

従って、これによる損益に与える影

響はありません。 

 

 

 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。 

債務保証損失引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 

 

利息返還損失引当金 

顧客等から利息制限法の上限金利を

超過して支払った利息の返還請求があ

るが和解に至っていないもの及び過去

の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還

状況を考慮し、返還見込額を合理的に

見積もり、計上しております。 

(追加情報) 

日本公認会計士協会より「消費者金
融会社等の利息返還請求による損失に
係る引当金の計上に関する監査上の取
扱い」（日本公認会計士協会 平成18
年10月13日 業種別委員会報告第37
号）が公表されたことを踏まえ、当事
業年度より利息返還損失引当金の見積
方法を変更しております。 
この変更に伴い、当事業年度の期首

時点における変更後の見積方法による
引当金計上額と、前事業年度の見積方
法による引当金計上額との差額につき
ましては、特別損失（利息返還損失引
当金繰入額）として156,050百万円を
計上しております。 

また、利息返還損失引当金の計上対象

となる返還額のうち、営業貸付金に充

当 さ れ る 見 積 返 還 部 分 で あ る  

157,400百万円については、貸倒引当

金に含めて計上しております。 

 

利息返還損失引当金 

顧客等から利息制限法の上限金利を

超過して支払った利息の返還請求があ

るが和解に至っていないもの及び過去

の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還

状況を考慮し、返還見込額を合理的に

見積もり、計上しております。 

 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

規に基づく当事業年度末要支給額を計

上しております。 

 

退職給付引当金 

同左 

 

 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、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基

準 

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 

７ 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 



プロミス㈱（8574）平成20年３月期 決算短信 

 
 

―70― 

 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

８ 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

利キャップ取引及び金利スワップ取引

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 

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

利キャップ取引及び金利スワップ取

引については特例処理に、振当処理

の要件を満たす通貨スワップ取引に

ついては振当処理によっておりま

す。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利キャップ取引及び金利スワ

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 

金利関連 

ヘッジ手段 

金利キャップ取引及び金利ス

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 

通貨関連 

ヘッジ手段 

通貨スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建社債 

 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 

 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 

 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 

９  その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(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、投資その他の資産の「その

他」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。 

(消費税等の会計処理) 

同左 
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 (5) 重要な会計方針の変更 

（会計方針の変更） 

 

（表示方法の変更） 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(貸借対照表関係) 

前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「求償権」(前事業年度1,393百万

円)は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

することといたしました。 

(貸借対照表関係) 

前事業年度において、流動資産の「現金及び預金」に

含めて表示しておりました「譲渡性預金」（前事業年度

末11,000百万円）は、「金融商品会計に関する実務指

針」(会計制度委員会報告第14号  平成19年７月４日)に

おいて有価証券として取り扱うこととされたため、当事

業年度より流動資産の「有価証券」（当事業年度末

11,000百万円）として表示しております。 

(損益計算書関係) 

１  前事業年度において、区分掲記していた「投資有価

証券利息」（前事業年度0百万円）は、金額が僅少と

なったため、当事業年度より営業外収益の「雑収入」

に含めて表示することといたしました。 

２  前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しておりました「受取経営指導料」（前事業

年度98百万円）は営業外収益の百分の十を超えたた

め、当事業年度より区分掲記することといたしまし

た。 

３  前事業年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「投資有価証券評価損」(前事

業年度49百万円)は、重要性が増したため、当事業年

度より区分掲記することといたしました。 

 

     

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

360,335百万円であります。 

また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

――――― 
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 (6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１ 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 

※１ 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 116,059

計 116,059
  

種類 
期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 83,505

子会社貸付債権 100,022

子会社株式 16,981

計 200,509
  

ロ)対応する債務 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 31,804

長期借入金 80,866

計 112,670
  

科目 期末残高(百万円)

短期借入金 80,000

１年内返済予定長期借入金 30,212

長期借入金 50,654

計 160,866
  

   上記のほか、営業貸付金301,462百万円につい

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5,000百万円、長期借

入金289,028百万円(１年内返済予定67,268百万円

を含む。)であります。 

また、投資有価証券のうち21百万円は、営業保

証の担保に供しております。 
 

  上記のほか、営業貸付金253,603百万円につい

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248,460百万円(１年

内返済予定60,829百万円を含む。)であります。 

また、投資有価証券のうち21百万円は、営業保

証の担保に供しております。 
 

 

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,191,129百万円であります。 

 

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,141,775百万円であります。 

 

※３ 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1,193,665百万円は、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、298,310百万円

(有担保リボルビング契約168百万円を含む。)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、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。 

 

※３ 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1,143,602百万円は、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、230,344百万円

(有担保リボルビング契約75百万円を含む。)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、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。 

 

※４ 関係会社事業貸付金は、消費者金融事業を行う連

結子会社に対する貸付金であります。 

 

※４ 関係会社事業貸付金は、消費者金融事業を行う関

係会社に対する貸付金であります。 
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

５ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務   282,939百万円 

 

 

 

(2) 関係会社の借入金等に対する保証 

５ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務    389,172百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保証

先がありますが、これは保証先の未収利息不算出の

ためであります。 

(2) 関係会社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. 4,684

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 3,853

南京神州種子産業有限公司 76

計 8,613
  

保証債務は、すべて外貨建であり、PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD. に 対 す る 310,000 千 香 港 ド ル 、

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.に対する1,050,000千タ

イバーツ及び南京神州種子産業有限公司に対する

5,000千人民元であります。 

被保証者名 
保証金額 
(百万円) 

関係会社 

パル債権回収㈱ 8,500

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 2,766

PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 514

南京神州種子産業有限公司 71

㈱カウイチ 10

計 11,863
  

保証債務のうち、外貨建のものは、PROMISE(HONG 

KONG)CO.,LTD. に 対 す る 40,000 千 香 港 ド ル 、

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.に対する870,000千タイ

バーツ及び南京神州種子産業有限公司に対する

5,000千人民元であります。 

 

※６ 不良債権の状況 

 

※６ 不良債権の状況 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 492

延滞債権 76

３カ月以上延滞債権 14,292

貸出条件緩和債権 66,927

計 81,789
  

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 465

延滞債権 4,790

３カ月以上延滞債権 18,673

貸出条件緩和債権 78,363

計 102,292
  

  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 
 

  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 
 

  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 
 

  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、66,927百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが63,270百万円含まれておりま

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、78,363百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが73,856百万円含まれておりま

す。 
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

※７ 担保受入金融資産 

短期貸付金には71,931百万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 61,934

有価証券 9,997

計 71,931
 

※７ 担保受入金融資産 

短期貸付金には83,923百万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 54,912

有価証券 19,948

政府短期証券 8,993

計 83,854
 
 

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

 

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。なお、貸出コミットメント契

約の未実行借入枠のうち、59,025百万円について

は、一部財務制限条項に抵触しているため、条件等

について交渉中であります。 

(当座貸越契約) 

借入枠 14,050百万円
借入実行残高 ―百万円

差引 14,050百万円
 

(貸出コミットメント契約) 

借入枠 108,025百万円
借入実行残高 ―百万円

差引 108,025百万円
 

(貸出コミットメント契約) 

借入枠 61,595百万円
借入実行残高 ―百万円

差引 61,595百万円
 

 

※９ 貸倒引当金には利息返還金のうち、営業貸付金に

充当される見積返還額157,400百万円が含まれており

ます。 

 

※９ 貸倒引当金には利息返還金のうち、営業貸付金に

充当される見積返還額118,300百万円が含まれており

ます。 

 

※10 関係会社に対する資産 

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な

資産は次のとおりであります。 

短期貸付金 12,903百万円
流動資産 その他 3,328百万円
長期前払費用 212百万円

  計 16,444百万円
 

 

※10 関係会社に対する資産 

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な

資産は次のとおりであります。 

短期貸付金 109,210百万円
流動資産 その他 2,552百万円
長期前払費用 202百万円

  計 111,965百万円
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 支払利息には、社債利息3,904百万円を含んでお
ります。 

※１ 支払利息には、社債利息5,707百万円を含んでお
ります。 

 
※２ 固定資産売却益は、土地、建物等の売却によるも

のであります。 

 
※２ 固定資産売却益は、電話加入権等の売却によるも

のであります。 
 
※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 131百万円

構築物 32百万円

器具備品 124百万円

ソフトウェア 5百万円

計 294百万円
 

 
※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 483百万円

構築物 127百万円

器具備品 363百万円

計 974百万円
 

 
※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

電話加入権 65百万円

土地 5百万円

計 70百万円
 

 
※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 2百万円

器具備品 34百万円

電話加入権 5百万円

計 42百万円
  

※５ 当事業年度において、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。 

用途 種類 場所 

遊休資産 
建物及び 

土地 
新潟県 

 

 
※５ 当事業年度において、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。 

用途 種類 場所 

遊休資産 
土 地 及 び 

電話加入権 
東京都 

遊休資産 建物及び土地 北海道 

遊休資産 土地 神奈川県

遊休資産 
建 物 及 び 

器具備品 
東京都他

 
(資産をグループ化した方法) 
 当社は、金融事業の用に供している資産について
金融事業全体で１つの資産グループとし、また、金
融事業の用に供していない遊休資産についてはそれ
ぞれの物件毎に１つの資産グループとしておりま
す。 

(減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の金
額) 
 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(43百万円)と
して特別損失に計上しております。その内訳は、建
物35百万円、土地7百万円であります。 

(回収可能価額の算定方法) 
 回収可能価額は正味売却価額により測定してお
り、建物及び土地については不動産鑑定士による鑑
定評価額等に基づき算出しております。 

(資産をグループ化した方法) 
 当社は、金融事業の用に供している資産について
金融事業全体で１つの資産グループとし、また、金
融事業の用に供していない遊休資産についてはそれ
ぞれの物件毎に１つの資産グループとしておりま
す。 

(減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の金
額) 
 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(1,019百万円)
として特別損失に計上しております。その内訳は、
電話加入権457百万円、器具備品451百万円、土地89
百万円、建物21百万円であります。 

(回収可能価額の算定方法) 
 回収可能価額は正味売却価額により測定してお
り、建物及び土地については不動産鑑定士による鑑
定評価額等に基づき、電話加入権については市場価
格に基づき算出しております。 

 
※６ 関係会社清算損失は、解散を決議した連結子会社

である普羅米斯顧問股份有限公司に対し、債務超過
の状態を解消して解散手続きを円滑に行うため、発
生した損失であります。 

 
※６               ――――― 

 

 
※７ 関係会社株式評価損は、投資評価に伴う減損処理

費用であり、㈱クオークローン13,628百万円、アッ
トローン㈱13,253百万円であります。 

 
※７ 関係会社株式評価損は、投資評価に伴う減損処理

費用であり、㈱タンポート6,712百万円、 PAL 
Investment(Cayman)Co.,Ltd.255百万円でありま
す。 
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前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 
※８  特別損失の｢その他｣は、レジャークラブ会員権の

売却損67百万円、投資有価証券の償還損3百万円であ

ります。 

 
※８  特別損失の｢その他｣は、ゴルフ会員権の売却損  

及び評価損4百万円等であります。 

 
※９ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの

は次のとおりであります。 

貸付金利息 181百万円

受取経営指導料 124百万円

雑収入 8百万円
 

 
※９ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの

は次のとおりであります。 

貸付金利息 1,145百万円

受取経営指導料 152百万円
 

10 金融収益及び金融費用の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 

関係会社に係る貸付金利息(消費者金融事業を

行う連結子会社分を除く。)及び受取配当金、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。 

(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。 

10 金融収益及び金融費用の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 

     同左 

 

 

 

(2) 営業費用として表示した金融費用 

     同左 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度期間（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 (単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 8,047,638 853 89 8,048,402

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        853株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  89株 

 

当事業年度期間（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 (単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 8,048,402 690 148 8,048,944

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加        690株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少 148株 

 

(有価証券関係) 

前事業年度末(平成19年３月31日現在) 

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。 

当事業年度末(平成20年３月31日現在) 

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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(税効果会計関係) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 貸倒損失 19,159百万円

 貸倒引当金 63,789百万円

 未収利息 3,204百万円

 賞与引当金 1,194百万円

 退職給付引当金 333百万円

 利息返還損失引当金 94,970百万円

 債務保証損失引当金 4,977百万円

 関係会社支援損失 3,728百万円

 関係会社株式評価損 11,061百万円

求償権貸倒損失 1,869百万円

 その他 619百万円

繰延税金資産小計 204,908百万円

評価性引当額 △145,385百万円

繰延税金資産合計  59,522百万円

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 3,846百万円

繰延税金負債計 3,846百万円

繰延税金資産の純額 55,676百万円

(注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 流動資産―繰延税金資産 59,522百万円

 固定負債―繰延税金負債 3,846百万円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 貸倒損失 16,557百万円

 貸倒引当金 55,884百万円

 未収利息 2,648百万円

 賞与引当金 1,149百万円

 退職給付引当金 1,134百万円

 利息返還損失引当金 81,135百万円

 債務保証損失引当金 5,660百万円

 関係会社支援損失 3,728百万円

 投資有価証券評価損 1,403百万円

 関係会社株式評価損 13,896百万円

 求償権貸倒損失 2,722百万円

 繰越欠損金 9,710百万円

 その他 1,446百万円

繰延税金資産小計 197,079百万円

評価性引当額 △156,174百万円

繰延税金資産合計 40,904百万円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 157百万円

繰延税金負債計 157百万円

繰延税金資産の純額 40,747百万円

(注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 流動資産―繰延税金資産 40,904百万円

 固定負債―繰延税金負債 157百万円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

当期においては税引前当期純損失を計上しているた

め、差異の原因の記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目 
△0.1％

住民税均等割 0.8％

評価性引当額 36.1％

過年度法人税等 14.0％

更正に伴う当期修正額 △14.0％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.0％
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,841.19円

１株当たり当期純損失 2,956.51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、ま
た、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

１株当たり純資産額 2,775.92円

１株当たり当期純利益 49.55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株当たり当期純利益、１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり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 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益又は 
当期純損失（△） (百万円) 

△374,940 6,284 

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△） (百万円) 

△374,940 6,284 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳   
(百万円) ― ― 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,818 126,817 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳
(百万円) 

 

― 

 

― 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
(千株) 

 

― 

 

― 

普通株式増加数(千株) ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 自己株式取得方式によるスト

ックオプション 

351,000株

なお、権利喪失により減少し

たストックオプションの目的と

なる株式の数が160,800株あるた

め、平成19年３月31日現在では

190,200株であります。 

――――― 
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(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(国内金融子会社の再編について) 

当社は、平成19年５月１日開催の取締役会におい

て、連結子会社である株式会社クオークローン及びサン

ライフ株式会社の２社について、再編を行うことを決議

致しました。両社は現在、国内で消費者金融業を営んで

おりますが、今般の貸金業規制法の改正を踏まえ、今後

のグループ事業展開効率化のため、新規取引を停止する

とともに、平成19年９月頃を目処に、大部分の貸付債権

を当社及び当社連結子会社であるパル債権回収株式会社

に譲渡した上、当面は一部債権の管理業務のみを行うこ

とを予定しております。これに伴い、両社の営業店舗は

すべて廃店となる見込みですが、スキームの詳細につい

ては現在検討中であり、平成20年３月期の業績に与える

影響は未定であります。 

(外貨建社債の発行について) 

当社は、平成 19 年３月 26 日開催の取締役会決議に基

づき、下記内容の第１回米ドル建て普通社債を発行いた

しました。 

(1) 社債の種類 無担保普通社債 

(2) 発行総額 ５億米ドル 

(3) 発行価額 99.846％ 

(4) 利率 年 5.95％ 

 (円建て支払ベース：年 2.234％) 

(5) 払込期日 平成 19 年６月 13 日 

(6) 償還方法 

及び期限 

①本社債は平成 24 年６月 13 日にそ

の総額を償還する。 

  ②当社は、当社の選択により、本社

債権者に対して償還日から 30 日

以上 60 日以内の事前通知を行っ

た上で、その時点において残存す

る本社債の全部又は一部を繰上償

還することができる。 

(7) 資金の使途 運転資金 
 

――――― 

 

 

 

７ その他 

役員の異動 

役員の異動につきましては、記載が可能になり次第開示いたします。 

なお、異動がある場合の開示時期は、５月21日を予定しております。 




