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株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。平素はひとかたならぬご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。このたび当社は、第47期上半期（2007

年4月1日から2007年9月30日まで）を終了いたしました。事

業内容をご報告するにあたり、一言ごあいさつ申し上げます。

当中間期における消費者金融業界につきましては、法的

債務整理の増加に加え、貸金業の規制等に関する法律

等の段階的施行による将来の収益の減少懸念を受け、

廃業や合併等の業界再編の動きも出始めるなど、事業環

境は大きく変わりつつあります。

当社では、こうした事業環境の変化を踏まえ、経営改

革の一環として、個人向け無担保ローン事業におけるコ

スト構造の改革による収益力の確保、及び新たなビジネ

スモデルの開発による成長基盤の確保に向けて、全力で

取り組んでおります。

株主の皆様におかれましては、当社の経営努力、及び

株主重視の経営方針をご理解いただき、倍旧のご支援

を賜りますようお願い申し上げます。

2007年12月

代表取締役社長

神内 博喜

営業収益（億円）

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

1,387
1,7011,866

1,581

3,698

3,130

1,904 1,905

1,5531,542

3,812

3,079

3,689

2,999

経常利益（億円）

678

1,308

621
528

153 125 112
182

493

700 677

1,181

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

△2,015 △1,968

中間（当期）純利益（億円）

400

753

370
313 285

420 409

△1,594 △1,437
46

118

681

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

△3,782 △3,749

純資産（注）（億円）

7,939 7,744 7,763

3,8613,603

7,546

連結� 単体�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

3,552
4,206

第47期中間決算ハイライト ●連結・単体

ごあいさつ

（注）会社法の施行に伴い、第46期より従来の「資本の部」から「純資産の部」に変更しており
ます。
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◆ 当中間期の経営環境について
当中間期のわが国の経済は、堅調な企業業績を背

景として、設備投資の増加や雇用・所得環境の改善が

見られるなど、景気は引き続き緩やかな回復基調で推

移いたしました。しかしながら、米国のサブプライムロー

ン問題を発端とする金融市場の混乱と信用収縮によっ

て、世界経済の先行きに警戒感が広がっているほか、

原油・原材料価格の高騰や所得格差の拡大等の懸念

材料も依然として残っております。

消費者金融業界におきましては、平成18年12月に

「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法

律」（以下、「改正貸金業関連法」）が成立したことを受

けて、各社とも従来のビジネスモデルの見直しや新たな

収益源を模索する一方、大規模なリストラ策の実施を迫

られております。また、中小零細業者の中には、利息返

還請求の増加や資金調達環境の悪化等を理由に、廃

業や倒産に至るところも出てきており、業界を取り巻く状

況は、一層厳しさを増しております。

◆ 金融事業について
①消費者金融事業の再構築

当社グループでは、改正貸金業関連法の全面施行を

見据えた利益構造への転換を図るべく、消費者金融事

業の再構築に取り組んでおります。

平成19年8月には、それまで営業ブロック毎に全国

8ヵ所に設置していたＳＴセンター（自動契約機及びロー

ン申込機の受付を行う集中部署）を東西2ヵ所に集約す

るとともに、そこに東西2ヵ所で運営していたコンタクトセ

ンター（コールセンター業務及びインターネット店舗の申

込受付を行う集中部署）の機能を統合することで、組織

のスリム化を図りました。また、全国の有人店舗、無人

店舗、ローン申込機につきましても、その稼動状況や近

隣の提携チャネルの配備状況等を踏まえ、お客様の利

便性を損なわないように配慮した上で、段階的に統廃

合を進めております。

一方、株式会社クオークローン及びサンライフ株式会社

の2社につきましては、現行の「出資の受入れ、預り金

及び金利等の取締りに関する法律」（以下、「出資法」）

の規制金利である年率29.2％の商品を主力としている

ことから、グループ戦略における位置付けを見直し、事

業の大幅な縮小を進めております。平成19年6月に新規

顧客への貸付を停止したほか、保有債権をグループ企

業へ段階的に移行させるとともに、営業店舗の閉鎖や

人員の再配置にも着手しております。なお、今後につき

ましては、債権移行に適さない一部債権の管理回収業

務のみの取り扱いを予定しております。

こうした取り組みに加えて、改正貸金業関連法の全

面施行後も十分な収益の確保と、競合他社に優る強固

な事業基盤の早期構築を目的として、当社は、平成19

年7月に三洋信販株式会社（以下、「三洋信販」）との

経営統合について合意し、9月には本合意に基づく友

好的な株式公開買付け（TOB）が成立いたしました。

これにより、両グループを合わせた営業貸付金残高は

業界最大となり、そのスケールメリットによって収益規模を

確保するとともに、統合によるシナジー効果により、経営

の効率化や成長戦略への取り組みをダイナミックに推進

事業活動のご報告



3

していくことが可能となります。今後は、両グループの経

営資源の共有化・集中化を図り、抜本的なコスト構造改

革を推進するとともに、信用保証事業、クレジットカード

事業、サービサー事業等、両グループの連携により、収

益力の強化に取り組んで参ります。

②収益基盤の多角化

当社グループでは、これまで培ってきたノウハウと提

携先企業の持つ強みを融合することで収益基盤の多角

化を図り、トップラインの拡大に取り組んでおります。

当社グループでは現在、他企業との提携等を通じて、

幅広い消費者との接点を持つ新しい事業領域に進出

し、そこで顕在化した資金決済ニーズに直接アプローチ

する新たなビジネスモデルの構築を進めております。新事

業といたしましては、既に株式会社カウイチが、平成19年

4月に株式会社ライブドアとの提携により、インターネットシ

ョッピングモールの運営事業を開始したのに加え、平成

19年10月には、株式会社カーイチが、ヤフー株式会社

等との提携を通じて中古車のインターネットオークション事

業を開始しております。今後は、これらの新事業で発生

する多様な資金決済ニーズに対し、平成19年2月に設

立した総合ファイナンス会社、株式会社Doフィナンシャル

サービスが柔軟な金融サービスを提供して参ります。

また、信用保証事業につきましては、株式会社三井

住友銀行及びアットローン株式会社への信用保証を中

心に、順調に信用保証残高を伸張させております。

平成19年9月末現在、当社の信用保証提携先数は11社、

信用保証残高は319,026百万円（アットローン株式会社

との連結相殺消去分127,476百万円を含む）となってお

ります。なお、三洋信販並びにそのグループ企業（以下、

「三洋信販グループ」）においても、地方銀行をはじめと

する地域金融機関ときめ細やかな信用保証提携ネット

ワークを構築しており、平成19年9月末現在、提携先数

168社、信用保証残高150,808百万円を有しております。

今後は、信用保証事業においても両社の融合を図り、

保証事業を収益の大きな柱へと成長させて参ります。

◆ その他の事業について
当社では、経営資源を活用し収益基盤の強化を図る

目的から、自社ATMの開放提携事業を展開しておりま

す。平成19年9月末現在の提携先数は、クレジットカード

会社2社、信販会社9社、消費者金融会社19社（うち3社

はグループ企業）の30社となっております。

金融事業収益の推移�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,809 1,847

3,721 3,602

（億円）�通期� 中間�

3,595

1,844 1,668
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また、金融周辺事業では、株式会社ネットフューチャー

の運営するテレマーケティング事業やシステム開発事業

等において、外部受注の新規開拓とコスト構造の改革

に取り組み、収益性の向上を図っております。

◆ 当中間期の業績について
以上の結果、営業収益は、170,131百万円（前年同期

比10.7％減）となりました。利益面では、国内金融子会

社再編や集中部署のスリム化等の合理化施策に伴う諸

費用を特別損失として計上いたしましたものの、広告宣

伝費をはじめとする各種コスト削減の効果が見られたこ

と等により、経常利益は18,243百万円（前年同期比

19.2％増）、中間純利益は11,867百万円となりました。

◆ 通期の業績見通しについて
当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、

堅調な企業業績によって、国内景気は引き続き回復基

調で推移するものと思われますが、世界的な金融市場

の混乱や、原油・原材料価格の高騰、所得格差の拡大

といった懸念材料も抱えており、先行きに不透明感が広

がっております。一方、消費者金融業界では、利息返

還請求の増加や改正貸金業関連法の影響等により、収

益力の低下や業界の再編・淘汰の更なる加速が懸念さ

れるなど、依然として厳しい状況が続くものと思われま

す。このような環境の下、当社グループでは、コンプライ

アンスの徹底を基礎に、「消費者金融事業の再構築」と

「収益基盤の多角化」に重点をおいて、引き続き業績の

向上に努めて参ります。また、当社では、平成19年12月

19日より新規にご契約いただくお客様を対象として、利

息制限法の範囲内である年率7.90％～17.80％の貸付

上限金利を適用することといたしました。これは、改正

貸金業関連法の趣旨を踏まえ、先行して金利引き下げ

を実施することにより、お客様の信頼と期待に応えつつ、

新金利体系でのビジネスモデルへの早期転換を図るも

のであります。

平成20年3月期通期の業績見通しといたしましては、

コスト構造改革の進展によるコスト削減効果や、三洋信

販グループとの統合に伴う一時的な特別損失を織り込

んだ結果、営業収益392,100百万円（前期比6.3％増）、

経常利益30,200百万円、当期純利益17,200百万円を見

込んでおります。

(注)上記の連結業績予想は、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。
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◆事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

15,996

13,267

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

15,809

12,953

14,918

18,905

11,938 11,839

連結� 単体�

3,023

2,383

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

2,950

2,309

2,775

3,571

2,124 2,145

連結・無人店舗� 単体・無人店舗�
連結・有人店舗� 単体・有人店舗�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,628

530
418

1,098 1,461
1,043

1,586

472 415

1,114 1,474
1,059

1,578

471 535
413

1,107
1,470
1,057

408

1,464
1,056

1,779
2,314

営業貸付金残高（注） （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

三洋信販及び同社グループは、昭和34年10月に創

業し、九州・中国地方等の西南日本を中心に消費者金融

事業を展開し、平成11年からは東日本への本格進出を開

始しました。また、平成13年4月には、マイカルカード株式会

社（現ポケットカード株式会社）を子会社化する等、クレジッ

トカード事業、保証事業、サービサー事業等、金融周辺

事業における多角化を推進し、三洋信販の連結業績に貢

献するまでに成長しています。

当社と三洋信販の中核事業である消費者金融業界に

おきましては、貸金業制度の抜本的な見直しに向け、平成

18年12月には改正貸金業関連法が成立いたしました。

全面施行までにおよそ3年間の移行期間が設けられて

いるものの、出資法規制金利が利息制限法規制金利と

同一になるほか、「貸金業法」において、貸金業者は利息

制限法によって貸付上限金利の規制を受けることとなり

ます。さらに、総量規制や参入規制等の各種規制の強

化も盛り込まれており、今回の法改正が消費者金融業界

に与える影響は非常に大きく、マーケットの大幅な信用収

縮や業界の再編・淘汰が懸念されております。また、近年

では利息返還請求の急増により、利息返還費用や貸倒

関連費用が増加したことに伴い、日本公認会計士協会

が取りまとめた「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」を踏まえ、当社及び三洋信販も利息返還損失引当

金及び貸倒引当金の大幅な積み増しを行いました。利

息返還請求の動向については予断を許さず、今後の経

営環境は、当社及び三洋信販を含む消費者金融業各

社にとって非常に厳しいものであると認識しております。

当社におきましては、上記の改正貸金業関連法の施行

による事業環境の急激な変化を踏まえ、経営改革の一環

として、①個人向け無担保ローン事業におけるコスト構造の

改革による収益力の確保、②新たなビジネスモデルの開

発による成長基盤の確保のための取り組みに着手いたし

ました。①個人向け無担保ローン事業におけるコスト構造

の改革としては、改正貸金業関連法の完全施行下にお

けるコスト構造への転換を図るべく、集中センターの統合、

チャネルの統廃合（有人店舗の統廃合及び無人店舗化、

無人店舗、ローン申込機コーナーの削減、消費者金融子

三洋信販との経営統合

（注）第47期連結には債権流動化によりオフバランスと
なった金額217億円を含んでおります。
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単体

男性� 女性�

3,463

1,773

1,690

3,582 3,544 3,392�

1,824 1,789 1,758�

1,758 1,755 1,634�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

CD・ATM台数 （台） 自動契約機・ローン申込機台数 （台） 従業員数 （名）

自社� 提携�

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,714

104,866

106,580

1,694 1,682

108,762

110,456
110,690
112,372 115,123

113,457

1,666

自動契約機� ローン申込機�

1,444�

452�
1,896�

1,466�

1,013�
2,479�

1,463�

983�
2,446�

1,458

849
2,307

第47期�
（07.9）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

会社の再編、人員の適正化）といったコスト削減のための

施策を平成20年3月期中に実施することを計画しておりま

す。また、②新たなビジネスモデルの開発による成長基盤

の確保のための取り組みとしては、個人向け無担保ロー

ン事業で培ったノウハウを活かし、消費者の資金決済ニ

ーズに直接アプローチすることを企図しております。既に事

業を開始している賃貸不動産関連サービスや、インターネ

ットショッピングモールの運営、及び、自動車関連サービス

への参入もその一環ですが、更なる新事業戦略として、

幅広い顧客層の資金決済ニーズに対して多種多様な金

融サービスを提供していくために、総合ファイナンス会社

株式会社Doフィナンシャルサービスを設立いたしました。

一方、三洋信販におきましては、平成19年5月10日に

コスト構造改革のための取り組みを発表し、改正貸金

業関連法の全面施行後も、事業の収益性を確保するた

めの施策に着手しております。三洋信販では、各店舗の

採算性や商圏エリア等を考慮した上で、有人店舗の無

人化、あるいは統廃合を実施し、店舗関連費用の削減

を進めるとともに、非対面によるお客様へのサービス拡充

と業務効率化、従業員の業務スキルの標準化を目的と

して、平成19年2月にカスタマーセンターを設立いたしま

した。これまで有人店舗で行っておりました電話受付、与

信、販売促進活動等の顧客管理業務につきましては、

段階的にカスタマーセンターへ移管しており、当期中には

全ての有人店舗での顧客管理業務の移管が完了する

予定です。また、三洋信販が設置しているＡＴＭにつき

ましても、ＡＴＭごとの稼動状況や近隣でのＡＴＭ提携

先金融機関の存在等を勘案して整理して参ります。さ

らに、業務の内容に見合った適正な人員配置、広告宣

伝費の抑制といった諸策にも着手しています。

上記の取り組みにも関わらず、改正貸金業関連法

の全面施行後も十分な収益を確保し、競合他社に優る

強固な事業・財務基盤を早期に構築するためには、当社

及び三洋信販による単独でのコスト構造改革には限界が

あります。当社と三洋信販は、事業基盤を統合すること

によって相乗効果を実現することにより、さらに一歩踏み

込んだコスト削減策の実行と新しいビジネスモデルへの

転換を早期に実施することが得策であるとの両社共通の

認識を持ち、経営統合に関して協議を進めることといた

しました。両社による検討の結果、当社と三洋信販の

経営を統合することが最善の経営戦略であると判断いた

しました。
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◆ 中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（資産の部）

流動資産 1,895,305 1,436,828

現金及び預金 155,578 69,833

受取手形及び売掛金 456 3,013

営業貸付金 1,868,792 1,491,835

割賦売掛金 59,856 ―

買取債権 24,148 ―

短期貸付金 59,265 72,562

繰延税金資産 65,287 59,648

求償権 17,664 7,397

その他 40,933 33,512

貸倒引当金 △396,677 △300,974

固定資産 207,178 132,711

有形固定資産 75,231 73,247

建物及び構築物 16,330 14,653

器具備品及び運搬具 7,591 8,102

土地 51,309 50,491

無形固定資産 77,012 9,376

ソフトウェア 17,399 8,090

のれん 58,825 516

その他 787 769

投資その他の資産 54,933 50,086

投資有価証券 36,317 37,652

繰延税金資産 2,118 664

その他 16,498 11,770

資産合計 2,102,484 1,569,539

区分 当中間期末 前期末
07年9月30日現在 07年3月31日現在

中間連結財務諸表

営業貸付金
三洋信販を新規連結したことを主要因に増加し

ております。グループ営業貸付金残高は業界首

位となりました。

貸倒引当金
三洋信販グループ分の123,592百万円が含まれ

ています。

のれん
三洋信販の子会社化に伴うのれんがあらたに発

生しました。

資産合計
三洋信販等を当中間期から新規連結（貸借対照

表のみ）したことが資産増加の主な要因です。
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区分 当中間期末 前期末
07年9月30日現在 07年3月31日現在

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

利息返還損失引当金
三洋信販グループ分の70,946百万円が含まれ

ています。

少数株主持分
新規連結の三洋信販については、中間期末

時点では完全子会社ではなく、また、同社の

連結子会社の中にも、ポケットカード等完全

子会社でないものが存在するため、あらたに

少数株主持分が発生しました。

（負債の部）
流動負債 667,380 419,429
支払手形及び買掛金 14,287 109
短期借入金 247,906 137,122
1年内返済予定長期借入金 187,713 130,986
１年内償還予定社債 61,200 50,000
未払法人税等 4,577 1,095
賞与引当金 4,324 3,565
役員賞与引当金 56 19
ポイント引当金 580 ―
債務保証損失引当金 11,724 4,760
利息返還損失引当金 96,736 72,600
事業再構築引当金 2,315 ―
その他 35,959 19,168

固定負債 1,014,437 763,939
社債 311,811 190,000
長期借入金 469,531 388,280
繰延税金負債 1,894 3,846
退職給付引当金 2,149 1,510
役員退職慰労引当金 800 436
利息返還損失引当金 226,719 178,410
その他 1,529 1,454

負債合計 1,681,818 1,183,368
（純資産の部）

株主資本 377,505 372,747
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 138,413 138,413
利益剰余金 215,778 211,018
自己株式 △57,423 △57,423

評価・換算差額等 4,357 6,163
その他有価証券評価差額金 2,539 5,606
繰延ヘッジ損益 △6 △19
為替換算調整勘定 1,824 575

少数株主持分 38,803 7,261
純資産合計 420,666 386,171
負債純資産合計 2,102,484 1,569,539

連結での外部有利子負債は、当中間期末では、

三洋信販グループの負債が加わったことに加え、

当社でもTOB資金を調達していることから前期末

比397,773百万円増加しています。
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◆ 中間連結損益計算書

◆ 中間連結株主資本等変動計算書 （07年4月１日から07年9月30日まで）

◆ 中間連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

区分
当中間期 前中間期
07年4月１日から 06年4月１日から
07年9月30日まで 06年9月30日まで

営業収益 170,131 190,532

営業費用 152,938 176,061

営業利益 17,193 14,470

営業外収益 1,157 1,089

営業外費用 107 258

経常利益 18,243 15,301

特別利益 57 1,923

特別損失 5,318 175,573

税金等調整前中間純利益又は損失（△） 12,983 △158,348

法人税、住民税及び事業税 1,646 7,930

法人税等調整額 △1,436 △3,957

少数株主利益又は損失（△） 906 △2,904

中間純利益又は損失（△） 11,867 △159,416

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分

純資産
合計

07年3月31日残高 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171
中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 △8 △8 △8
連結子会社減少に伴う利益剰余金減少高 △441 △441 △441
中間純利益 11,867 11,867 11,867
自己株式の取得 △1 △1 △1
自己株式の処分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の変動額（純額） △3,067 12 1,249 △1,805 31,542 29,736

中間連結会計期間中の変動額合計 ― △0 4,759 △0 4,758 △3,067 12 1,249 △1,805 31,542 34,494
07年9月30日残高 80,737 138,413 215,778 △57,423 377,505 2,539 △6 1,824 4,357 38,803 420,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,041 11,284

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,849 △1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,523 23,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 81 0

現金及び現金同等物の増加額 6,796 33,565

現金及び現金同等物期首残高 139,853 63,851

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63,761 314

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,448 ―

現金及び現金同等物中間期末残高 208,963 97,731

区分
当中間期 前中間期
07年4月１日から 06年4月１日から
07年9月30日まで 06年9月30日まで

株主資本

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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◆ 中間損益計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 138,765 155,325

営業費用 128,140 143,114

営業利益 10,624 12,211

営業外収益 701 530

営業外費用 90 169

経常利益 11,236 12,572

特別利益 55 335

特別損失 7,381 156,236

税引前中間純利益又は損失（△） 3,910 △143,328

法人税、住民税及び事業税 707 6,995

法人税等調整額 △1,446 △6,582

中間純利益又は損失（△） 4,649 △143,741

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
07年4月１日から 06年4月１日から
07年9月30日まで 06年9月30日まで

07年3月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725 5,609 △19 5,590 360,315
中間会計期間中の変動額
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657

別途積立金の積立 △390,000 390,000 ― ―

中間純利益 4,649 4,649 4,649

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 △0 0 0 0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額） △3,070 12 △3,058 △3,058

中間会計期間中の変動額合計 ― ― △0 ― △390,000 387,991 △0 △2,009 △3,070 12 △3,058 △5,067
07年9月30日残高 80,737 112,639 14,696 12,263 176,700 13,101 △57,423 352,715 2,538 △6 2,532 355,248

資本金

株主資本

資本
準備金

資本剰余金
利益剰余金

その他
資本剰余金

利益
準備金 別途

積立金

その他利益剰余金
繰越利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算差額等

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算
差額等
合計

純資産
合計

◆中間株主資本等変動計算書 （07年4月１日から07年9月30日まで） （単位：百万円）

◆ 中間貸借対照表 （単位：百万円）

区分 当中間期末 前期末
07年9月30日現在 07年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 1,300,049 1,234,918
固定資産 152,219 150,336
有形固定資産 61,627 63,491
無形固定資産 7,663 8,554
投資その他の資産 82,928 78,289

資産合計 1,452,268 1,385,254
（負債の部）

流動負債 352,014 276,794
固定負債 745,005 748,143
負債合計 1,097,020 1,024,938
（純資産の部）

株主資本 352,715 354,725
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 127,336 127,336
利益剰余金 202,065 204,073
自己株式 △ 57,423 △ 57,423
評価・換算差額等 2,532 5,590
純資産合計 355,248 360,315
負債純資産合計 1,452,268 1,385,254

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間単体財務諸表



6月22日から24日の3日間、兵庫県加東市のマダムＪゴ

ルフ倶楽部（旧ウォーターヒルズゴルフ倶楽部）で｢第6回

プロミスレディスゴルフトーナメント｣が開催されました。この

大会は、主催者推薦枠で多くの新人選手が出場機会を得

られるなど、｢新人選手の登竜門｣と位置付けられ、今回も

多くの新人選手を含む総計108名の選手が参加いたしま

した。

最終日は、あいにくの雨となりましたが有名選手や新人

選手が上位に名を連ね、手に汗を握る展開となりました。

最終組はトップの藤田幸希選手（昨年の優勝者）、4打差

2位の福嶋晃子選手と上田桃子選手で、注目の組み合わ

せとなりました。試合は上田選手が序盤の3連続バーディ

ーで追撃体制に入ると15番のバーディーで藤田選手を逆

転し単独首位に立ちましたが、藤田選手も負けじと最終18

番で劇的な8メ

ートルのバーデ

ィーパットを決め

て追いつき、勝

負の行方はプレ

ーオフへと持込

まれました。そし

てプレーオフ1ホ

ール目、藤田選

手が上田選手を

振り切り見事逆

転優勝を果たし、昨年に続いて

のプレーオフによる涙の2連覇と

なりました。また、上田選手は

2位となりましたが出場49試合目

で生涯獲得賞金が1億円を突破

し、史上3番目のスピード記録を

達成、3位にも昨年プレーオフで

優勝を争った古閑美保選手や若手の新崎弥生選手が入

るなど、若い選手がその力を存分に漲らせる大会となりま

した。

本大会は、当社が社会活動の一環として取り組んでい

るイベントです。地域社会をはじめ、様々な方 と々のコミュ

ニケーションを深めることで企業市民として社会に根ざした

11

2007ＬＰＧＡツアー プロミスレディスゴルフトーナメント開催

ギャラリーサービスでのひとこま

優勝カップを手にする藤田選手

T OPICS
トピックス

藤田幸希選手18番
でバーディーを決め
てガッツポーズ

上田桃子選手
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存在になることを

目指しておりま

す。今大会でも

大勢のギャラリー

の方々にご入場

いただき、試合

観戦のほかにも

様々なギャラリー

サービスを通し交

流を図ることがで

きました。今後も

皆様に応援していただけるイベントとなるよう取り組

んで参ります。

当社は創立25周年の記念事業の一環として寄付

金活動を開始して以来、社会貢献を重視する精神

は現在も受け継がれ、福祉団体等への寄付活動を

継続して行うとともに地域貢献活動やボランティア

活動に積極的に取り組んできました。そのような中、

従業員から募金活動に対しての要望が上がり、企業

としてそうした従業員の志を支援する目的として、10

月に社内募金制度「約束の杜」が設立されました。

この制度は、予め選定した福祉団体の中から、従

業員の有志が自らの意思で募金先と月々の募金額

を定め、年に1回、集まった募金額に会社からも一定

金額を加えて、従業員が指定した団体へ贈呈するも

のです。

当社は今

後もこうした

社会貢献活

動を継続し

て参ります。

従業員参加型募金制度｢約束の杜｣を開始

募金贈呈先
●財団法人日本児童福祉協会（児童養護施設助成事業）
●社会福祉法人青少年と共に歩む会（児童自立生活援助事業）
●社会福祉法人日本聴導犬協会
※支援先については一定期間継続した後見直しを行い、
継続もしくは新たな支援先の選定等について検討していく予定です。

優勝した藤田選手と神内社長

友人らに胴上げされる

児童養護施設助成事業への寄付金に対するお礼状
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株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

当社は自己株式8,048千株を保有しておりますが、上記の「大株主」から除外しております。
住友信託銀行株式会社の所有株式数には、退職給付信託として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に拠出している株式3,600千株を含んで
おります。
2007年5月9日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、ブランデス・インベストメント・パート
ナーズ・エル・ピーから、変更報告書が提出されております。同報告書により2007年4月30日現在の保有株券は9,081,301株である旨の報告を受けて
おりますが、当社としては当中間期末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の大株主には含めておりません。
2007年8月22日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の｢株券等の大量保有の状況に関する開示｣ に基づき、共同保有者のテンプルトン・インベ
ストメント・カウンセル・エルエルシー、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッド及びフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープか
ら、変更報告書が提出されております。同報告書により2007年8月15日現在の保有株券は各々3,364,300株、2,799,730株、2,829,415株であり、
合計8,993,445株である旨の報告を受けておりますが、当社としては当中間期末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の
大株主には含めておりません。
2007年9月21日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の｢株券等の大量保有の状況に関する開示｣ に基づき、トレードウィンズ・グローバル・イン
ベスターズ・エルエルシーから、変更報告書が提出されております。同報告書により2007年9月17日現在の保有株券等は15,315,171株である旨の報
告を受けておりますが、当社としては当中間期末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の大株主には含めておりません。
「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しております。

（注）1
2

3

4

5

6

株式の状況

発行可能株式総数 300,000,000株

発行済株式総数 134,866,665株

株主数 9,686名

株式会社三井住友銀行 27,926

ヒーローアンドカンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

11,349

神内良一 10,000 

神内由美子 8,644 

モックスレイ・アンド・カンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

7,171

ノーザントラストカンパニー（エイブイエフシー）
サブアカウントアメリカンクライアント 4,817
（常任代理人香港上海銀行）

日本生命保険相互会社 4,000 

住友信託銀行株式会社 4,000

ナッツ・クムコ
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

3,306

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 1,822
（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行）

株主名 所有株式数（千株）

大株主

個人その他�
23,234千株（17.23％）�

外国法人等�
53,641千株（39.77％）�
�

その他の法人 �
4,460千株（3.31％）�

�

自己株式�
8,048千株（5.97％）� 金融機関 �

44,589千株（33.06％）�

証券会社 �
891千株（0.66％）�

2千5百株以上 �
393千株（0.29％）�

5千株以上 �
1,946千株（1.44％）�

2万5千株以上 �
1,358千株（1.01％）�

�

5百株以上�
916千株（0.68％）�

5百株未満�
911千株（0.67％）�

5万株以上�
129,339千株（95.91％）�

株式の状況 2007.9.30現在
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会社概要

商号 プロミス株式会社
英訳名 Promise Co., Ltd.

本社所在地 東京都千代田区大手町1丁目2番4号

設立 1962年（昭和37年）3月20日

資本金 80,737,694,164円

事業年度 4月1日から翌年3月31日までの1年

事業内容 消費者金融業

登録番号 関東財務局長（8）第00615号

営業店舗数 1,464店舗

従業員数 3,392名

当社のホームページでは、株主・投資家の皆様向けの
インベスターリレーション情報をはじめ、最新の企業活動を
お知らせするニュースリリースなど、様々な情報発信を行っ
ています。

■ 株主の皆様へ当社の各種情報を提供する
ホームページを開設しています。

http://www.promise.co.jp/ir/

会社概要 2007.9.30現在

代表取締役社長

代 表 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役
＊ 常 勤 監 査 役
＊ 常 勤 監 査 役

神 内 博 喜

久 保 健

渡 辺 光 哲

市 川 泰 久

加曽利 勉

久保出 俊博

岡 本 誠

吉 田 幸 男

森　　博 彰

神 作 守 男

役員

執行役員

（注）＊印は、社外監査役であります。

最 高 執 行 役 員

副社長執行役員

専 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

神 内 博 喜

久 保 健

渡 辺 光 哲

市 川 泰 久

加曽利 勉

久保出 俊博

岡 本 誠

藤 原 政 行

鈴 木　　哲

立 石 義 之

篠 原 敏 男

砺 波 直 久

江 澤 博 通

加曽利 勝

工 藤 雅 弘

東　　章 一

三 井 弘 一

佐 藤 陽 一

田地野 隆雄



事業年度末日 ３月３１日

基　　準　　日 定時株主総会　３月３１日

期末配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３0日

定時株主総会 事業年度終了後3か月以内

単 元 株 式 数 ５０株

公 告 方 法 電子公告

電子公告不可能時は日本経済新聞

公告アドレス http://cyber.promise.co.jp/                    

銘 柄 コ ー ド ８５７４

株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

同事務取扱場所 住友信託銀行株式会社　証券代行部

東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

郵便物の送付先 〒１８３-８７０１東京都府中市日鋼町１番１０

及び電話照会先 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（住所変更等用紙のご請求） ０１２０-１７５-４１７

（その他のご照会） ０１２０-１７６-４１７

同事務取次所 住友信託銀行株式会社

全国本支店

株主メモ

環境に配慮した「大豆油インキ」�
を使用しています。�


