
第５ 【経理の状況】 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年総理府令・大蔵省令第32

号)に基づいて作成しております。 

  
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年総理府令・大蔵省令第32号)に基

づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年４月１日から平成

25年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)の財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第51期連結会計年度の連結財務諸表及び第51期事業年度の財務諸表  東陽監査法人 

第52期連結会計年度の連結財務諸表及び第52期事業年度の財務諸表  有限責任 あずさ監査法人 

  
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。 

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称 

東陽監査法人 

有限責任 あずさ監査法人 

(2) 異動の年月日  平成24年６月22日（第51回定時株主総会開催日） 

(3) 退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日  平成23年６月24日 

(4) 退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 

該当事項はありません。 

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

当社の会計監査人であった東陽監査法人は、平成24年６月22日開催の当社第51回定時株主総会終結

の時をもって任期満了となりました。 

当社は平成24年４月１日をもって当社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの

完全子会社となりました。就任した会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、株式会社三井住

友フィナンシャルグループの会計監査人であり、親会社との連結決算における監査の効率化を図るた

め、当社の新たな会計監査人として選任するものであります。 

(6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見 

特段の意見はない旨の回答を得ております。 

  

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把

握できる体制を整備するため、監査法人等の行う決算実務研修や、有価証券報告書作成実務研修への参加

を行っております。 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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１【連結財務諸表等】 
 (1)【連結財務諸表】 
  ①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  140,865 ※1  70,750

営業貸付金 ※1, ※3, ※4  759,349 ※1, ※3, ※4  742,857

買取債権 26,018 25,144

繰延税金資産 2,192 2,535

求償債権 19,742 17,376

その他 ※1  51,747 18,749

貸倒引当金 △55,257 △55,089

流動資産合計 944,657 822,324

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,394 10,768

減価償却累計額 △10,621 △7,769

建物及び構築物（純額） 3,772 2,999

機械、運搬具及び工具器具備品 16,629 14,374

減価償却累計額 △15,101 △11,694

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,527 2,680

土地 3,052 427

リース資産 249 249

減価償却累計額 △71 △142

リース資産（純額） 178 106

建設仮勘定 0 136

有形固定資産合計 8,532 6,350

無形固定資産   

ソフトウエア 4,160 4,156

その他 19 31

無形固定資産合計 4,179 4,188

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  25,947 ※1, ※2  43,009

繰延税金資産 475 515

その他 ※5  7,062 ※5  5,271

投資その他の資産合計 33,485 48,795

固定資産合計 46,197 59,334

資産合計 990,855 881,658
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  147,921 ※1  308,889

1年内返済予定の長期借入金 ※1  97,175 ※1  46,923

1年内償還予定の社債 88,096 44,200

1年内支払予定の債権流動化債務 22,472 －

未払法人税等 1,256 1,048

賞与引当金 1,324 1,896

債務保証損失引当金 10,870 12,163

利息返還損失引当金 98,900 91,400

設備撤去引当金 － 612

その他 22,059 23,177

流動負債合計 490,075 530,310

固定負債   

社債 51,997 7,798

長期借入金 ※1  90,538 ※1  43,615

債権流動化債務 12,486 －

繰延税金負債 396 2,023

退職給付引当金 6,040 6,054

利息返還損失引当金 220,200 111,995

偶発損失引当金 9,920 13,009

その他 372 264

固定負債合計 391,952 184,759

負債合計 882,028 715,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 140,737 140,737

資本剰余金 154,889 －

利益剰余金 △121,647 24,123

自己株式 △57,271 －

株主資本合計 116,708 164,860

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 219 3,389

為替換算調整勘定 △8,101 △2,243

その他の包括利益累計額合計 △7,881 1,145

少数株主持分 － 582

純資産合計 108,827 166,589

負債純資産合計 990,855 881,658
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 
【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 137,936 125,180

信用保証収益 32,824 36,219

その他の営業収益 25,410 25,661

営業収益合計 196,170 187,060

営業費用   

金融費用 13,070 8,492

その他の営業費用   

広告宣伝費 6,725 10,212

貸倒引当金繰入額 27,324 35,083

債務保証損失引当金繰入額 8,142 12,233

利息返還損失引当金繰入額 240,101 －

従業員給料及び賞与 13,218 14,089

賞与引当金繰入額 1,250 1,801

退職給付費用 1,925 2,253

福利厚生費 2,231 2,420

賃借料 7,151 7,189

減価償却費 2,932 2,720

支払手数料 15,904 16,316

通信費 1,977 1,867

のれん償却額 － 245

その他 10,846 22,822

その他の営業費用計 339,731 129,257

営業費用合計 352,801 137,749

営業利益又は営業損失（△） △156,630 49,311

営業外収益   

受取利息及び配当金 355 255

受取保険金及び配当金 76 72

為替差益 － 755

持分法による投資利益 2,310 1,964

その他 459 548

営業外収益合計 3,201 3,595

営業外費用   

支払利息 868 550

新株発行費償却 557 －

為替差損 234 －

事務所移転費用 72 433

その他 288 59

営業外費用合計 2,021 1,043

経常利益又は経常損失（△） △155,451 51,863
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※1  2,533 ※1  18

投資有価証券売却益 61 －

関係会社株式売却益 － 1,204

負ののれん発生益 1,085 －

段階取得に係る差益 － 140

清算配当金 57 －

その他 346 14

特別利益合計 4,084 1,377

特別損失   

固定資産除却損 163 399

固定資産売却損 ※2  2,110 ※2  1,615

減損損失 ※3  633 ※3  107

投資有価証券評価損 225 －

偶発損失引当金繰入額 ※4  9,920 －

設備撤去引当金繰入額 － 612

その他 1,857 439

特別損失合計 14,910 3,173

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△166,276 50,067

法人税、住民税及び事業税 2,778 2,238

法人税等調整額 502 △342

法人税等合計 3,280 1,895

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△169,557 48,172

少数株主利益 － 20

当期純利益又は当期純損失（△） △169,557 48,152
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【連結包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△169,557 48,172

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 175 3,169

為替換算調整勘定 △153 6,021

持分法適用会社に対する持分相当額 31 △56

その他の包括利益合計 ※  54 ※  9,135

包括利益 △169,503 57,307

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △169,503 57,179

少数株主に係る包括利益 － 128
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 80,737 140,737

当期変動額   

新株の発行 59,999 －

当期変動額合計 59,999 －

当期末残高 140,737 140,737

資本剰余金   

当期首残高 127,326 154,889

当期変動額   

新株の発行 59,999 －

自己株式の処分 △133 －

自己株式の消却 － △57,271

欠損填補 △32,303 △97,618

当期変動額合計 27,562 △154,889

当期末残高 154,889 －

利益剰余金   

当期首残高 15,670 △121,647

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △169,557 48,152

欠損填補 32,303 97,618

その他 △63 －

当期変動額合計 △137,318 145,770

当期末残高 △121,647 24,123

自己株式   

当期首残高 △57,419 △57,271

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 148 －

自己株式の消却 － 57,271

当期変動額合計 148 57,271

当期末残高 △57,271 －

株主資本合計   

当期首残高 166,316 116,708

当期変動額   

新株の発行 119,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △169,557 48,152

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 15 －

自己株式の消却 － －

欠損填補 － －

その他 △63 －

当期変動額合計 △49,607 48,152

当期末残高 116,708 164,860
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 47 219

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 3,169

当期変動額合計 171 3,169

当期末残高 219 3,389

為替換算調整勘定   

当期首残高 △7,953 △8,101

当期変動額   

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ 50

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147 5,806

当期変動額合計 △147 5,857

当期末残高 △8,101 △2,243

新株予約権   

当期首残高 42 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 －

当期変動額合計 △42 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

当期首残高 15,137 －

当期変動額   

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － 454

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,137 128

当期変動額合計 △15,137 582

当期末残高 － 582

純資産合計   

当期首残高 173,590 108,827

当期変動額   

新株の発行 119,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △169,557 48,152

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 15 －

欠損填補 － －

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増
減

－ 50

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 － 454

その他 △63 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,156 9,105

当期変動額合計 △64,763 57,761

当期末残高 108,827 166,589
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△166,276 50,067

減価償却費 2,932 2,720

減損損失 633 107

のれん償却額 － 245

段階取得に係る差損益（△は益） － △140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38,272 △849

賞与引当金の増減額（△は減少） △157 571

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △1,764 1,293

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 80,696 △115,704

事業再構築引当金の増減額（△は減少） △1,648 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,054 13

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 9,920 3,089

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 △4

受取利息及び受取配当金 △412 △255

支払利息 868 550

持分法による投資損益（△は益） △2,310 △1,964

会員権評価損 － 110

投資有価証券売却損益（△は益） △58 －

投資有価証券評価損益（△は益） 225 －

関係会社株式売却損益（△は益） △69 △1,204

固定資産除売却損益（△は益） △259 1,996

負ののれん発生益 △1,085 －

営業貸付金の増減額（△は増加） 118,244 24,063

売上債権の増減額（△は増加） 3,892 △1,780

求償債権の増減額（△は増加） 7,652 2,365

買取債権の増減額（△は増加） △1,441 1,264

デリバティブ差入保証金の増減額（△は増加） － 23,495

仕入債務の増減額（△は減少） △682 △717

債権流動化債務の増減額（△は減少） △35,463 △34,958

その他 △14,975 12,274

小計 △38,740 △33,348

利息及び配当金の受取額 402 1,750

利息の支払額 △868 △558

法人税等の支払額 △3,165 △2,512

営業活動によるキャッシュ・フロー △42,371 △34,668
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 17,836 △2,162

有形固定資産の取得による支出 △583 △1,887

有形固定資産の売却による収入 9,059 1,830

無形固定資産の取得による支出 △1,708 △1,440

無形固定資産の売却による収入 1 －

投資有価証券の売却による収入 501 －

関係会社株式の取得による支出 △14,947 △16,000

関係会社株式の売却による収入 119 4,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△660 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △666

貸付金の回収による収入 3,450 －

その他 △843 △964

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,223 △16,891

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 75,585 160,462

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △145 △87

長期借入れによる収入 65,600 －

長期借入金の返済による支出 △173,160 △97,175

社債の償還による支出 △107,600 △88,100

株式の発行による収入 119,999 －

配当金の支払額 △1 △0

その他 △394 △290

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,116 △25,190

現金及び現金同等物に係る換算差額 △133 1,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,398 △75,733

現金及び現金同等物の期首残高 188,673 138,809

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 533 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  138,809 ※  63,076
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【注記事項】 

(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) 連結子会社の数  ９社 

連結子会社名 

「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。 

PROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD.は、追加出資により実質的な支配を獲得したため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。 

また、Promise Consulting Service(Shenzhen)Co.,Ltd.及びPROMISE(TIANJIN)CO.,LTD.は、 

PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD．の全額出資により新たに設立したことから、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

(2) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった

当該他の会社等の名称 

該当事項はありません。 

２  持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数  １社 

持分法適用関連会社名 

「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。 

前連結会計年度まで持分法適用の範囲に含めておりましたPROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD.は、追加出

資により実質的な支配を獲得したため、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しておりま

す。 

(2) 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項 

該当事項はありません。 

３  連結子会社の事業年度等に関する事項 

(1) 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社 

 
上記連結子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

(2) 連結子会社の決算日を連結決算日に変更した会社 

 
上記連結子会社については、当連結会計年度において、決算日を３月31日に変更し、連結決算日

と同一となっております。なお、当連結会計年度における会計期間は15カ月となっております。 
  

会社名 決算日

PROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD. 12月31日

PROMISE(SHENYANG)CO.,LTD. 12月31日

Promise Consulting Service(Shenzhen)Co.,Ltd. 

PROMISE(TIANJIN)CO.,LTD. 

12月31日

12月31日

会社名 変更前決算日 変更後決算日

良京實業股份有限公司 

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 

12月31日

12月31日

３月31日

３月31日
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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 

①  有価証券 

その他有価証券 

ａ  時価のあるもの 

国内株式については、連結決算日前１カ月の市場価格の平均、国内株式以外については、連結

決算日の市場価格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。 

ｂ  時価の把握が極めて困難なもの 

移動平均法による原価法によっております。 

②  デリバティブ 

時価法によっております。 

③  買取債権 

主に個別法による原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 

①  有形固定資産(リース資産を除く。) 

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 

主に旧定額法によっております。 

ｃ 平成19年４月１日以後に取得したもの 

主に定額法によっております。 

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 

器具備品及び運搬具    ２～20年 

②  無形固定資産(リース資産を除く。) 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウエア(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。 

③  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

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。

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。 

②  賞与引当金 

当連結会計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、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しておりま

す。 

④  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 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。 

⑤  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。 

⑥  偶発損失引当金 

他の引当金による引当対象となっている以外の偶発事象に対して、将来発生する可能性のある損

失に備えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しております。 

⑦  設備撤去引当金 

設備撤去に係る損失に備えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しておりま

す。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

①  営業貸付金利息 

営業貸付金利息は、発生基準により計上しております。 

なお、営業貸付金に係る未収利息について、当社及び国内連結子会社は利息制限法利率又は約定

利率のいずれか低い方により計上しており、在外連結子会社は約定利率により計上しております。

②  信用保証収益 

信用保証収益は、残債方式により計上しております。 

(注) 残債方式とは、元本残高に対して所定の料率で、手数料を算出して収益に計上する方法でありま

す。 
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(5) 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、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、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、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

ａ  金利関連 

ヘッジ手段 

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 

ｂ  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、海外投融資における金利、為替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。 

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。ただし、特例処理によっている金利スワップ、及び振当処理によ

っている通貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

(7) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、10年間で均等償却しております。 

ただし、重要性がないものについては発生年度に全額償却しております。 

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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

カ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。 

(9) その他連結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。 

当社及び連結子会社は主に固定資産に係る控除対象外消費税等を投資その他の資産の「その他」とし

て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。 
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(会計方針の変更) 

投資有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末日の市場価格に基づき評価する方法によ

り行っておりましたが、親会社と会計方針を統一するため、当連結会計年度より期末日前１カ月の市場

価格の平均をもって評価する方法に変更しております。 

当該会計方針の変更による影響額は軽微であるため遡及適用はしておりません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であり

ます。  

  

(未適用の会計基準等) 

・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日) 

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号  平成24年５月17日） 

  

(1) 概要 

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び

未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正

されたものです。 

  

(2) 適用予定日 

平成26年３月期の期末より適用予定です。 

ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首より適用予

定です。 

  

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

連結財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中です。 
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(表示方法の変更) 

(連結貸借対照表関係) 

１  利息返還損失引当金について、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当連結会計年度

より区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。 

上記表示方法の変更の結果、前連結会計年度における連結財務諸表の影響は以下のとおりとなりまし

た。 

  

 
  

２  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「受取手形及び売掛金」は、金額

的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に表

示していた28百万円は、「その他」として組替ております。 

  
３  前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めていた「建設仮勘定」は、重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他」に表示してい

た０百万円は、「建設仮勘定」０百万円として組替ております。 

  

連結貸借対照表    

  前連結会計年度(平成24年３月31日)  (単位：百万円)

  組替前 組替後 差 額

資産の部    

  流動資産    

    貸倒引当金 △153,157 △55,257 97,900

    流動資産合計 846,757 944,657 97,900

  資産合計 892,955 990,855 97,900

    

負債の部    

  流動負債    

    利息返還損失引当金 77,100 98,900 21,800

    流動負債合計 468,275 490,075 21,800

  固定負債    

    利息返還損失引当金 144,100 220,200 76,100

    固定負債合計 315,852 391,952 76,100

  負債合計 784,128 882,028 97,900

負債純資産合計 892,955 990,855 97,900
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(連結損益計算書関係) 

１  利息返還損失引当金について、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当連結会計年度

より区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の組替を行っております。 

上記表示方法の変更の結果、前連結会計年度における連結損益計算書の影響は以下のとおりとなりま

した。 

  

 
  

２  前連結会計年度において、「営業収益」の「その他の営業収益」に含めていた「信用保証収益」は、

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業収益」の「その他の営業収益」に表示

していた57,839百万円は、「信用保証収益」32,824百万円、「その他の営業収益」25,015百万円として

組替ております。 

  
３  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業収益」の「その他の金融収益」は、金額的

重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他の営業収益」に含めて表示しております。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業収益」の「その他の金融収益」に表示

していた131百万円は、「その他の営業収益」として組替ております。 

  
４  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業収益」の「商品売上高」は、金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他の営業収益」に含めて表示しております。この表示

方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業収益」の「商品売上高」に表示してい

た263百万円は、「その他の営業収益」として組替ております。 

  
５  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業費用」の「商品売上原価」は、金額的重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業費用」の「商品売上原価」に表示して

いた204百万円は、「その他」として組替ております。 

  

連結損益計算書    

  前連結会計年度(自 平成23年３月31日 至 平成24年３月31日) (単位：百万円)

  組替前 組替後 差 額

営業費用    

  その他の営業費用    

    貸倒引当金繰入額 73,585 27,324 △46,260

    利息返還損失引当金繰入額 193,840 240,101 46,260

  営業費用合計 352,801 352,801 ―
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６  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「事業再編損」は、金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「事業再編損」に表示してい

た１百万円は、「その他」として組替ております。 

  
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１  利息返還損失引当金について、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当連結会計年度

より区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書の組替を行っております。 

上記表示方法の変更の結果、前連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書の影響は以下の

とおりとなりました。 

  

 

  

連結キャッシュ・フロー計算書    

  前連結会計年度(自 平成23年３月31日 至 平成24年３月31日) (単位：百万円)

  組替前 組替後 差 額

営業活動によるキャッシュ・フロー    

    貸倒引当金の増減額(△は減少) △21,672 △38,272 △16,600

    利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 64,096 80,696 16,600

    営業費活動によるキャッシュ・フロー △42,371 △42,371 ―
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(連結貸借対照表関係) 

※１  担保に供している資産及びその対応する債務 

(前連結会計年度) 

①  担保に供している資産 

 
②  対応する債務 

 
上記担保資産は、持分法適用関連会社のPROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD.の短期借入金に対して連結子

会社のPROMISE(HONG KONG)CO.,LTD．が担保に供しているものであります。 

従いまして、対応する債務の260百万円につきましては連結貸借対照表には表示されておりません。 

上記のほか、営業貸付金 251,980百万円について、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134,200百万円、長期借入金117,780百万円(１年内返済予定45,324百万

円を含む。)であります。 

また、流動資産のその他のうち差入保証金23,495百万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに

対するヘッジ取引（通貨スワップ取引）の担保に、投資有価証券のうち22百万円は営業保証の担保に

供しております。 

  
(当連結会計年度) 

①  担保に供している資産 

 
②  対応する債務 

 
上記担保資産は、PROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD.の短期借入金に対してPROMISE(HONG KONG)CO.,LTD．

が担保に供しているものであります。 

上記のほか、営業貸付金345,656百万円について、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273,200百万円、長期借入金72,456百万円(１年内返済予定28,841百万円

を含む。)であります。 

また、投資有価証券のうち22百万円は営業保証の担保に供しております。 

  
※２  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
  

種類 期末帳簿価額(百万円)

預金 290 

科目 期末残高(百万円)

短期借入金 260 

種類 期末帳簿価額(百万円)

預金 581 

科目 期末残高(百万円)

短期借入金 439 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 15,708百万円 27,977百万円 

(うち、共同支配企業に対する
投資の金額) 

15,708百万円 27,977百万円 
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※３  営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 

(前連結会計年度) 

営業貸付金の契約形態は、主として、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、170,950百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。こ

の融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく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。 

  
(当連結会計年度) 

営業貸付金の契約形態は、主として、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、184,120百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。こ

の融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく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。 

  
※４  不良債権の状況 

(前連結会計年度) 

 
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。 

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。 

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。 

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、53,020百万円のうちには、延滞日数が30日以内のものが47,690百万円含まれております。 

  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 360 

延滞債権 2,934 

３カ月以上延滞債権 6,749 

貸出条件緩和債権 53,020 

計 63,065 
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(当連結会計年度) 

 
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。 

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。 

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。 

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、38,386百万円のうちには、延滞日数が30日以内のものが32,947百万円含まれております。 

  
※５  (前連結会計年度) 

投資その他の資産「その他」に含めた貸倒引当金は66百万円であります。 

(当連結会計年度) 

投資その他の資産「その他」に含めた貸倒引当金は65百万円であります。 

  
６  偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

 
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) 訴訟の提起 

当社は、株式会社クラヴィスの破産管財人より、以下のとおり訴訟の提起を受けております。現在

係争中であり、訴訟の結果によっては当社に損害が生じる可能性がありますが、現時点で合理的に見

積ることはできません。  

 
  
７  当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)による借入未実行残高は、次のとおりであります。 

区分 金額(百万円)

破綻先債権 321 

延滞債権 2,575 

３カ月以上延滞債権 7,344 

貸出条件緩和債権 38,386 

計 48,627 

 前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 583,332百万円 661,643百万円 

原告 被告
訴訟金額 
(百万円)

備考

株式会社クラヴィス

の破産管財人 

ＳＭＢＣコンシューマー

ファイナンス株式会社 
2,000

株式会社クラヴィスから当社への弁済
金に関する否認権行使請求訴訟 
債権額総額6,834百万円のうち2,000百
万円の一部請求として、及び平成24年
５月31日から支払済みまで年６％の損
害金 

株式会社クラヴィス

の破産管財人 

ＳＭＢＣコンシューマー

ファイナンス株式会社他 
500

株式会社クラヴィスの自己株式取得に
関する損害賠償請求訴訟 
債権額総額3,619百万円のうち500百万
円の一部請求として、及び平成24年12
月29日から支払済みまで年５％の損害
金 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

(当座貸越契約)   

借入枠 174,714百万円 317,139百万円 

借入実行残高 147,921百万円 308,889百万円 

差引 26,793百万円 8,249百万円 
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(連結損益計算書関係) 

※１  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
  

※２  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

 
  

※３  当社グループ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。 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日) 

 
(資産をグループ化した方法） 

当社グループは、主として事業の種類別セグメントを基準に独立のキャッシュ・フローの単位に基

づき、資産グループを分類しております。 

なお、賃貸用資産や遊休資産につきましては、個別の物件ごとにグルーピングしております。 

(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(633百万円)として特別損失に計上しております。 

その内訳は、土地438百万円、建物139百万円、器具備品49百万円、電話加入権６百万円でありま

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、正味売却価額は外部鑑定評価額に基づき算定

しております。他の転用や売却が困難な器具備品及び電話加入権につきましては備忘価額１円として

おります。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度

建物及び構築物 680百万円 0百万円 

器具備品及び運搬具 ―百万円 1百万円 

土地 1,852百万円 17百万円 

計 2,533百万円 18百万円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度

建物及び構築物 207百万円 183百万円 

器具備品及び運搬具 0百万円 38百万円 

土地 1,900百万円 1,394百万円 

電話加入権 0百万円 ―百万円 

その他 1百万円 ―百万円 

計 2,110百万円 1,615百万円 

用途 種類 場所

遊休資産 土地、建物、器具備品、電話加入権 東京都他 
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
(資産をグループ化した方法）  

当社グループは、主として事業の種類別セグメントを基準に独立のキャッシュ・フローの単位に基

づき、資産グループを分類しております。  

なお、賃貸用資産や遊休資産につきましては、個別の物件ごとにグルーピングしております。  

(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(107百万円)として特別損失に計上しております。 

その内訳は、建物８百万円、構築物３百万円、器具備品92百万円、電話加入権２百万円でありま

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、正味売却価額は外部鑑定評価額に基づき算定

しております。他の転用や売却が困難な建物、構築物、器具備品及び電話加入権につきましては備忘

価額１円としております。 

  
  

※４ 偶発損失引当金繰入額は、債務の保証に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可

能性のある損失の見積額を計上しております。 

  
  

(連結包括利益計算書関係) 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

用途 種類 場所

遊休資産 建物、構築物、器具備品、電話加入権 東京都他 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度

その他有価証券評価差額金   

  当期発生額 225百万円 4,796百万円 

  組替調整額 225百万円 ―百万円 

    税効果調整前 451百万円 4,796百万円 

    税効果額 △ 275百万円 △1,626百万円 

    その他有価証券評価差額金 175百万円 3,169百万円 

為替換算調整勘定   

  当期発生額 △ 153百万円 5,970百万円 

  組替調整額 ―百万円 50百万円 

    税効果調整前 △ 153百万円 6,021百万円 

    税効果額 ―百万円 ―百万円 

    為替換算調整勘定 △ 153百万円 6,021百万円 

持分法適用会社に対する持分相当額   

  当期発生額 31百万円 △56百万円 

その他の包括利益合計 54百万円 9,135百万円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 第三者割当増資による増加   225,988,700株 

  
２ 自己株式に関する事項 

 
（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                      842株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  平成21年ストック・オプションの権利行使による減少  14,650株 

  平成22年ストック・オプションの権利行使による減少    6,200株 

  
３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １  転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。 

２  目的となる株式の数の変動事由の概要 

    2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の減少は、繰上償還したことによる減少であ

ります。 

３  平成23年12月21日開催の取締役会において、当社が発行した平成21年ストック・オプションとしての新株予

約権、平成22年ストック・オプションとしての新株予約権及び平成23年ストック・オプションとしての新株

予約権につき、当社が無償取得することを決議し、同日付けで、未行使のすべての新株予約権を無償取得い

たしました。さらに、平成24年３月９日開催の取締役会において、平成23年12月21日付けで当社が無償取得

した新株予約権の消却につき決議し、平成24年３月30日付けで、すべての新株予約権について消却いたしま

した。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 134,866,665 225,988,700 ― 360,855,365 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 8,050,726 842 20,850 8,030,718 

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

2015年満期ユーロ円
建取得条項付転換社
債型新株予約権付社
債（平成20年７月24
日発行） 

普通株式 14,893 ― 14,893 ― （注１）

平成21年ストック・
オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

平成22年ストック・
オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

平成23年ストック・
オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 14,893 ― 14,893 ― ― 
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少   8,030,718株 

  
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少   8,030,718株 

  
３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 360,855,365 ― 8,030,718 352,824,647 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 8,030,718 ― 8,030,718 ― 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 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 

 
  

(リース取引関係) 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の売買処理に係る会計処理によっておりますが、重要

性が乏しいため記載を省略しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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が、重要性

が乏しいため記載を省略しております。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当連結会計年度

現金及び預金勘定 140,865百万円 70,750百万円 

預入期間が３カ月を超える 
定期預金 

△1,765百万円 △7,092百万円 

担保に供している定期預金 △290百万円 △581百万円 

現金及び現金同等物 138,809百万円 63,076百万円 
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(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、金融事業、保証事業、債権管理事業及び海外事業を行っております。これらの事

業を行うため、資金調達リスクの 小化を企図し、金融機関等からの借入による間接調達と、社債等

の直接調達により資金調達を行っております。 

また、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、金利スワップ

等のデリバティブ取引も行っております。なお、短期的な売買差益を獲得する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。 

一時的な余資は安全性の高い預金等で運用しております。 

  

(２) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループが保有する金融資産は、主として消費者金融事業における営業貸付金であり、顧客の

契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、国内の経済情勢や消費者救済の法制度

の整備等を背景に、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。 

借入金、社債等は、資金調達環境の悪化等による流動性リスクに晒されております。当社グループ

の借入の一部には財務制限条項が付されているものがあり、これに抵触し、且つ貸付人より請求があ

った場合には、期限の利益を喪失し、当該借入を一括返済することとなる可能性があります。 

また、変動金利の借入を行っており、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部は金利スワッ

プ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。外貨建子会社貸付については、為替の変動

リスクを回避するため、通貨スワップ取引を行っております。 

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に

ついては、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を参

照下さい。 
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(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社グループでは、法令及び社内関連規程に従い、営業貸付金について、貸付審査、与信限度額の

設定、信用情報管理、途上与信管理、問題債権への対応等、与信管理に関する体制を整備し、運営し

ております。これら与信管理は、各営業拠点にて行われ、信用リスクの軽減に努めております。ま

た、与信管理の根幹となる与信システムの統制管理を、与信企画部が担っており、法令や社会情勢の

変化、債権内容の状況等を勘案しながら、与信基準の見直しを適宜行っております。更に、与信管理

が適正になされているかの確認は、内部監査規程に基づき、監査部が定期的に確認しております。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、大手金融

機関のみと取引を行っております。 

② 市場リスクの管理 

当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスク及び外貨建子会社貸付に係る為替変動リスク

を回避するために金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を行っております。 

デリバティブ取引については、社内規程により、執行・管理を行っております。連結子会社を含め

たデリバティブの取引状況は、当社の取締役会に定期的に報告されております。 

投資有価証券については、時価や発行体の財務状況等を把握し、管理を行っております。 

なお、当社グループでは金利が0.01%変化した場合の現在価値の変化額（ＢＰＶ：ベーシス・ポイ

ント・バリュー）に限度額を設定した上で、定期的にこのＢＰＶを算出し、限度額の範囲内に収まる

ように管理を行っております。金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、平成25年３月

31日現在、円金利が１bp（0.01％）上昇したものと想定した場合には、金利変動の影響を受ける金融

商品の現在価値額は111百万円減少し、１bp（0.01％）下落したものと想定した場合には111百万円増

加するものと把握しております。当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお

り、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社グループは、各社が資金繰り計画を毎月作成して、流動性リスクを管理しております。 

更に当社はグループ全体の資金管理を行い、取締役会に定期的に報告を行っており、グループ全体の

流動性リスクを管理しております。 

  

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、そ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
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２． 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照下さい）。 

  
前連結会計年度(平成24年３月31日) 

（単位：百万円） 

 
(*)  営業貸付金に対する貸倒引当金及び利息返還損失引当金には、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息

返還見積額を含んでおります。 

  
当連結会計年度(平成25年３月31日) 

（単位：百万円） 

 
(*)  営業貸付金に対する貸倒引当金及び利息返還損失引当金には、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息

返還見積額を含んでおります。 

  

 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金及び預金 140,865 140,865 ― 

(2)営業貸付金 759,349   

貸倒引当金及び利息返還損失引当金（*） △136,979   

 622,370 771,353 148,983 

(3)投資有価証券    

その他有価証券 7,892 7,892 ― 

資産計 771,128 920,111 148,983 

(1)短期借入金 147,921 147,921 ― 

(2)１年内償還予定の社債及び社債 140,094 141,556 1,461 

(3)１年内返済予定の長期借入金 
   及び長期借入金 

187,713 184,220 △3,493 

負債計 475,728 473,697 △2,031 

デリバティブ取引 ― ― ― 

 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金及び預金 70,750 70,750 ― 

(2)営業貸付金 742,857   

貸倒引当金及び利息返還損失引当金（*） △68,524   

 674,332 851,983 177,651 

(3)投資有価証券    

その他有価証券 12,688 12,688 ― 

資産計 757,771 935,423 177,651 

(1)短期借入金 308,889 308,889 ― 

(2)１年内償還予定の社債及び社債 51,998 52,550 551 

(3)１年内返済予定の長期借入金 
   及び長期借入金 

90,538 90,023 △515 

負債計 451,426 451,462 36 

デリバティブ取引 3 3 ― 
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(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  
(2) 営業貸付金 

期末日現在の残高について、回収可能性を加味した元利金の見積将来キャッシュ・フローを平均調達

金利で割り引いた現在価値等を時価としております。 

  
(3) 投資有価証券 

株式及び債券の時価は、取引所の価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」注記を参照下さい。 

  
負 債 

(1) 短期借入金 

短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

  
(2) １年内償還予定の社債及び社債 

社債の時価は市場価格によっております。 

  
(3) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 

長期借入金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額(*)を、新たに締結した同種の借入契約の加

重平均利率で割り引いて時価を算定しております。 

(*)  金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップ後の実質固定レートによ

る元利金の合計額 

  

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。 

  
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

 
（*1） 非上場株式及び優先出資証券については、市場価格がなく、且つ将来キャッシュ・フローの見積りを行う

ことができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ

ん。 

（*2） 組合出資金は、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され

ていることから、時価開示の対象としておりません。 

  

  (単位：百万円) 

区分 平成24年３月31日 平成25年３月31日

（1）非上場株式（*1） 17,041 29,310 

（2）組合出資金（*2） 14 9 

（3）優先出資証券（*1） 1,000 1,000 

合計 18,055 30,320 
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(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度(平成24年３月31日) 

（単位：百万円） 

 
（*） 営業貸付金は、平均ミニマムペイメントで毎月一定日に支払われた場合の予定額等にて記載しておりま

す。 

  
当連結会計年度(平成25年３月31日)  

（単位：百万円） 

 
（*） 営業貸付金は、平均ミニマムペイメントで毎月一定日に支払われた場合の予定額等にて記載しておりま

す。 

  

(注4) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
  

前連結会計年度(平成24年３月31日) 

（単位：百万円） 

 
  

当連結会計年度(平成25年３月31日)  

（単位：百万円） 

 
  

 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 140,865 ― ― ― 

営業貸付金（*） 188,835 568,343 2,169 ― 

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期がある
もの 

    

  国債 ― 21 ― ― 

  その他 ― ― ― 1,000 

合計 329,701 568,365 2,169 1,000 

 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 70,750 ― ― ― 

営業貸付金（*） 177,413 564,022 1,421 ― 

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期がある
もの 

    

  国債 ― 22 ― ― 

  その他 ― ― ― 1,000 

合計 248,164 564,044 1,421 1,000 

 １年以内
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

短期借入金 147,921 ― ― ― ― ― 

社債 88,096 44,200 7,400 397 ― ― 

長期借入金 97,175 46,923 23,850 15,185 4,580 ― 

リース債務 74 74 46 ― ― ― 

合計 333,267 91,198 31,296 15,582 4,580 ― 

 １年以内
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

短期借入金 308,889 ― ― ― ― ― 

社債 44,200 7,400 398 ― ― ― 

長期借入金 46,923 23,850 15,185 4,580 ― ― 

リース債務 74 34 ― ― ― ― 

合計 400,087 31,284 15,583 4,580 ― ― 
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(有価証券関係) 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

１  その他有価証券（平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注) １  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２  当連結会計年度において、その他有価証券で上場株式について、225百万円減損処理を行っております。 

３  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  連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注)  非上場株式に係る取引を含んでおります。 

  

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

(1) 株式 4,022 2,712 1,310 

(2) 債券    

国債・地方債等 22 21 0 

(3) その他 ― ― ― 

小計 4,045 2,734 1,310 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

(1) 株式 3,846 4,408 △561 

(2) 債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 3,846 4,408 △561 

合計 7,892 7,142 749 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 440 61 3 
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当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

  

１  その他有価証券（平成25年３月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２  連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。 

  

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

   

(1) 株式 11,487 5,778 5,709 

(2) 債券    

国債・地方債等 22 21 0 

(3) その他 ― ― ― 

小計 11,510 5,800 5,710 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

(1) 株式 1,178 1,342 △164 

(2) 債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 1,178 1,342 △164 

合計 12,688 7,142 5,545 
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(デリバティブ取引関係) 

  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

  

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

該当事項はありません。 

  

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(１) 通貨関連 

（単位：百万円） 

 
(注)  為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、その時

価は、当該社債の時価に含めて記載しております。 

  

(２) 金利関連 

（単位：百万円） 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

（単位：百万円） 

 
(注)  時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。 

  

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  
（単位：百万円） 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

ヘッジ会計の 
方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

為替予約等の 
振当処理 

通貨スワップ取引 社債 60,500 ― (注) 

ヘッジ会計の 
方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
支払固定・受取変動 

長期借入金 51,675 7,500 (注) 

区分 種類 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価 評価損益

市場取引以外の 
取引 

通貨スワップ取引 
受取変動 

3,510 ― 3 3 

ヘッジ会計の 
方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
受取変動 

長期借入金 7,500 ― (注) 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。 

なお、海外連結子会社では確定拠出型の制度を設けており、会社負担額を退職基金に拠出しておりま

す。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を選択しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧） 

(注) １ 簡便法を選択している連結子会社の退職給付費用は、「①勤務費用」に計上しております。 

２ 「①勤務費用」には、売上原価及び自社開発のソフトウエアに計上した退職給付費用22百万円が含まれて

おります。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

  

①退職給付債務 △14,084百万円

②年金資産 8,043百万円

③未積立退職給付債務 △6,040百万円

④未認識数理計算上の差異 ―百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 △6,040百万円

⑥前払年金費用 ―百万円

⑦退職給付引当金(⑤－⑥) △6,040百万円

①勤務費用 (注)１,２ 883百万円

②利息費用 286百万円

③期待運用収益 △80百万円

④確定拠出型年金掛金 ―百万円

⑤臨時に支払った割増退職金等 ―百万円

⑥数理計算上の差異の費用処理額 1,145百万円

⑦過去勤務債務の費用処理額 △287百万円

⑧その他の退職給付費用 ―百万円

⑨退職給付費用 1,947百万円

①退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間基準 

②割引率 2.1％ 

③期待運用収益率  
  (確定給付企業年金) 1.1％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に一括費用処理しております。 

⑤数理計算上の差異の処理年数 主として発生年度に一括費用処理しております。 
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日  至 平成25年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。 

なお、海外連結子会社では確定拠出型の制度を設けており、会社負担額を退職基金に拠出しておりま

す。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を選択しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧） 

(注) １ 簡便法を選択している連結子会社の退職給付費用は、「①勤務費用」に計上しております。 

２ 「①勤務費用」には、売上原価及び自社開発のソフトウエアに計上した退職給付費用 19百万円が含まれ

ております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

  

①退職給付債務 △16,519百万円

②年金資産 10,465百万円

③未積立退職給付債務 △6,054百万円

④未認識数理計算上の差異 ―百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 △6,054百万円

⑥前払年金費用 ―百万円

⑦退職給付引当金(⑤－⑥) △6,054百万円

①勤務費用 (注)１,２ 802百万円

②利息費用 291百万円

③期待運用収益 △88百万円

④確定拠出型年金掛金 ―百万円

⑤臨時に支払った割増退職金等 196百万円

⑥数理計算上の差異の費用処理額 1,070百万円

⑦過去勤務債務の費用処理額 ―百万円

⑧その他の退職給付費用 ―百万円

⑨退職給付費用 2,273百万円

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 1.36％ 

③期待運用収益率  
  (確定給付企業年金) 1.1％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に一括費用処理しております。 

⑤数理計算上の差異の処理年数 主として発生年度に一括費用処理しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１  当該連結会計年度における取得及び消却に伴い利益に計上した金額及び科目名 

特別利益(新株予約権戻入益)      22百万円 

  

２  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

   

   

 
  

会社名 提出会社 

決議年月日 平成21年７月30日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役                               ８名 
執行役員及び執行役員規程を適用する顧問   14名 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  31,050 

付与日 平成21年８月19日 

権利確定条件 

新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び執行役員規程
を適用する顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日から５年の間に新
株予約権を行使することができる。 

その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

対象勤務期間 定めはありません 

権利行使期間 平成21年８月20日～平成61年７月31日 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成22年７月28日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役                               ５名 
執行役員及び執行役員規程を適用する顧問   10名 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  36,000 

付与日 平成22年８月17日 

権利確定条件 

新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び執行役員規程
を適用する顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日から５年の間に新
株予約権を行使することができる。 

その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

対象勤務期間 定めはありません 

権利行使期間 平成22年８月18日～平成62年７月31日 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成23年７月15日 

付与対象者の区分及び人数(名) 
当社取締役                               ５名 
執行役員及び執行役員規程を適用する顧問   11名 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  46,950 

付与日 平成23年８月５日 

権利確定条件 

新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び執行役員規程
を適用する顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日から５年の間に新
株予約権を行使することができる。 

その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

対象勤務期間 定めはありません 

権利行使期間 平成23年８月６日～平成63年７月31日 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①  ストック・オプションの数 

 
(注)  平成23年12月21日開催の取締役会において、当社が発行した平成21年ストック・オプションとしての新株予約

権、平成22年ストック・オプションとしての新株予約権及び平成23年ストック・オプションとしての新株予約

権につき、当社が無償取得することを決議し、同日付けで、未行使のすべての新株予約権を無償取得いたしま

した。さらに、平成24年３月９日開催の取締役会において、平成23年12月21日付けで当社が無償取得した新株

予約権の消却につき決議し、平成24年３月30日付けで、すべての新株予約権について消却いたしました。 

  

②  単価情報 

 
  
３  当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
(1) 使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 
①  株価変動性        63.284％ 

平成18年７月14日～平成23年８月５日の株価実績に基づき算定しております。 
②  予想残存期間      5.059年 

過去の役員の就任期間データと、付与対象者の就任日から割当日までの経過年数から、割当日以降
の残存勤務年数を見積り、予想残存期間としております。 

③  予想配当          0円／株 
平成23年３月期の配当実績によっております。 

④  無リスク利子率    0.381％ 
予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  
４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

  
当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

該当事項はありません。 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成21年７月30日 平成22年７月28日 平成23年７月15日

権利確定前    

  前連結会計年度末(株) 16,550 31,400 ― 

  付与(株) ― ― 46,950 

  失効(株) 13,700 26,800 46,950 

  権利確定(株) 2,850 4,600 ― 

  未確定残(株) ― ― ― 

権利確定後    

  前連結会計年度末(株) 11,800 1,600 ― 

  権利確定(株) 2,850 4,600 ― 

  権利行使(株) 14,650 6,200 ― 

  失効(株) ― ― ― 

  未行使残(株) ― ― ― 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成21年７月30日 平成22年７月28日 平成23年７月15日

権利行使価格(円) 1 1 1 

行使時平均株価(円) 732 776 ― 

付与日における公正な評価単価(円) 782 620 612 
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(税効果会計関係) 

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 

 
(注)1 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

 
  
(注)2 「表示方法の変更」に記載のとおり、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当連結会計年度よ

り区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替を行っております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の注記の組替を行っております。 

      この結果、前連結会計年度において「貸倒引当金」に表示していた27,277百万円、「利息返還損失引当金」に

表示していた78,835百万円、「評価性引当額」に表示していた△355,302百万円は、「貸倒引当金」2,464百万

円、「利息返還損失引当金」113,727百万円、「評価性引当額」△365,381百万円として組替ております。 

  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

繰延税金資産   

貸倒損失 9,674百万円 7,028百万円 

貸倒引当金 2,464百万円 4,774百万円 

未収利息 2,407百万円 2,985百万円 

賞与引当金 508百万円 725百万円 

債務保証損失引当金 3,874百万円 4,623百万円 

利息返還損失引当金 113,727百万円 74,656百万円 

退職給付引当金 2,175百万円 2,177百万円 

求償権貸倒損失 2,850百万円 3,349百万円 

偶発損失引当金 3,535百万円 4,636百万円 

関係会社株式評価損 178百万円 ―百万円 

繰越欠損金 223,182百万円 232,768百万円 

その他 3,470百万円 3,120百万円 

繰延税金資産小計 368,049百万円 340,845百万円 

評価性引当額 △365,381百万円 △337,794百万円 

繰延税金資産合計 2,667百万円 3,050百万円 

繰延税金負債   

  デリバティブ評価益 ―百万円 △1百万円 

その他有価証券評価差額金 △396百万円 △2,023百万円 

繰延税金負債合計 △396百万円 △2,024百万円 

繰延税金資産の純額 2,270百万円 1,025百万円 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 2,192百万円 2,535百万円 

固定資産－繰延税金資産 475百万円 515百万円 

流動負債－その他(繰延税金負債) ―百万円 △1百万円 

固定負債－繰延税金負債 △396百万円 △2,023百万円 
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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 

 
（注）前連結会計年度においては税金等調整前当期純損失であるため、差異の原因の記載を省略しております。 

  

(資産除去債務関係) 

店舗等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約

に関する敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年

度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

  

(賃貸等不動産関係) 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

法定実効税率 ― 38.0% 

 （調整）   

評価性引当額 ― △34.8% 

繰越欠損金の期限切れ ― 10.8% 

税率変更に伴う影響額 ― △7.6% 

連結子会社税率差異 ― △2.4% 

その他 ― △0.2% 

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

― 3.8% 
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(セグメント情報等) 

  

【セグメント情報】 

  

１  報告セグメントの概要 

(1)報告セグメントの決定方法 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

「金融事業」は、主に一般消費者に対して無担保・無保証による小口資金の直接融資(消費者金融事

業)を行っております。「保証事業」は、消費者金融サービスで培った経営資源を礎として、株式会社

三井住友銀行ほか地域金融機関等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。「債権管理

事業」は、当社の「金融事業」及び「保証事業」から生じる債権管理業務、及びそのノウハウを活か

し、当社の完全子会社であるアビリオ債権回収株式会社を通じて全国規模で金融機関等との取引(サー

ビサー事業)を行っております。「海外事業」は、国内で蓄積したノウハウを活かし、アジア地域を中

心に消費者金融関連事業を展開しております。 

(3)報告セグメントの変更等に関する事項 

当連結会計年度より、債権管理の強化及び金融事業における営業施策への特化を企図するため、前連

結会計年度において「金融事業」及び「保証事業」に含めていた債権管理部分を分離し、「サービサー

事業」に含め、新たに「債権管理事業」を報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

当該変更により、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成してお

り、「３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」の

前連結会計年度に記載しております。 

  
２  報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失

ベースであり、セグメント間の内部営業収益及び振替高は原則として市場実勢価格に基づいておりま

す。 

当連結会計年度より、配賦基準の見直しを行い、各報告セグメントに配分していなかった全社費用を

一定の基準をもって配分する方法に変更しております。 

また、「表示方法の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、営業費用の「貸倒引当金繰入額」

に含めておりました一部の引当金繰入額を、同じく営業費用の「利息返還損失引当金繰入額」に組替え

ております。 

当該変更により、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の利益又は損失の測定方法に

より作成しており、「３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に

関する情報」の前連結会計年度に記載しております。 

また、「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計処理の変更」に記載のとおり、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度のセグメント利益への影響は軽微であります。 
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３  報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータのシステム設計及び

運用・開発業等を含んでおります。 

２  調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額483百万円には、セグメント間取引消去18百万円、各報告セグメント

に配分していない全社収益464百万円が含まれております。全社収益は、主に報告セグメントに帰属し

ない本社預金の利息収入であります。 

(2) セグメント資産の調整額174,342百万円には、セグメント間取引消去△153百万円、各報告セグメントに

配分していない全社資産174,495百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属

しない現金及び預金であります。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額850百万円は、本社機能運営管理に使用するソフトウ

エア等であります。 

３  セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

       (単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務
諸表計上
額(注)３金融事業 保証事業

債権管理
事業

海外事業 計 

営業収益          

外部顧客からの営業収益 130,694 33,410 19,690 11,375 195,169 746 195,916 254 196,170

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

－ － 0 － 0 1,441 1,441 △1,441 －

計 130,694 33,410 19,690 11,375 195,170 2,187 197,357 △1,187 196,170

セグメント利益又は損失
(△) 

△178,176 13,724 3,501 3,603 △157,346 232 △157,113 483 △156,630

セグメント資産 737,259 16,646 25,055 34,706 813,668 2,844 816,513 174,342 990,855

その他の項目          

  貸倒引当金繰入額 18,181 4,357 2,557 2,227 27,324 － 27,324 － 27,324

  利息返還損失引当金繰入
額 

240,101 － － － 240,101 － 240,101 － 240,101

減価償却費 1,995 472 311 225 3,004 3 3,007 △75 2,932

減損損失 13 － － － 13 593 606 26 633

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

1,264 147 163 135 1,712 2 1,714 850 2,565
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  当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータのシステム設計及び

運用・開発業等を含んでおります。 

２  調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額115百万円には、セグメント間取引消去18百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社収益96百万円が含まれております。全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない本社預

金の利息収入であります。 

(2) セグメント資産の調整額66,344百万円には、セグメント間取引消去△163百万円、各報告セグメントに

配分していない全社資産66,508百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属し

ない現金及び預金であります。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額448百万円は、本社機能運営管理に使用するソフトウ

エア等であります。 

３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

       (単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

連結財務
諸表計上
額(注)３金融事業 保証事業

債権管理
事業

海外事業 計 

営業収益          

外部顧客からの営業収益 118,556 36,812 19,461 12,035 186,864 138 187,003 57 187,060

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

－ － 0 － 0 1,106 1,106 △1,106 －

計 118,556 36,812 19,461 12,035 186,865 1,245 188,110 △1,049 187,060

セグメント利益 31,831 11,047 3,114 3,196 49,189 6 49,196 115 49,311

セグメント資産 722,027 19,615 23,085 47,790 812,519 2,794 815,314 66,344 881,658

その他の項目          

  貸倒引当金繰入額 24,641 5,375 2,699 2,367 35,083 － 35,083 － 35,083

減価償却費 1,980 382 293 130 2,787 1 2,789 △69 2,720

のれんの償却額 － － － 245 245 － 245 － 245

減損損失 47 1 1 － 50 7 57 49 107

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

2,851 245 462 272 3,831 0 3,832 448 4,280
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【関連情報】 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 営業収益 

本邦の外部顧客からの営業収益が、連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して

おります。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客からの営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、

記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  
２  地域ごとの情報 

(1) 営業収益 

本邦の外部顧客からの営業収益が、連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して

おります。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客からの営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、

記載を省略しております。 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しておりま

す。なお、当連結会計年度末における未償却残高はありません。  

  
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

平成23年４月１日付けで、連結子会社であったアットローン株式会社を完全子会社としたのち、当社

を存続会社とする吸収合併を行ったことにより、「金融事業」セグメントで1,042百万円、「保証事

業」セグメントで43百万円それぞれ負ののれん発生益を計上しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) １  取引条件及び取引条件の決定方針 

第三者割当増資の条件は以下のとおりであります。 

 
借入は、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しており、借入利率は一般
市中金利となっております。なお、取引金額には平成23年４月１日付けで吸収合併したアットローン株
式会社より承継した借入額53,200百万円は含まれておりません。 
営業債務保証は無担保ローン残高に対するものであり、営業債務保証料や代位弁済基準は、業務提携に
関する契約に基づき行っております。 
有価証券の購入にあたっては、純資産価値等を勘案して、契約により価格を決定しております。 

２  当社は、平成23年９月30日開催の取締役会決議及び基本契約に基づき、株式会社三井住友銀行(以下、
「ＳＭＢＣ」)が当社の発行済株式等の全てを取得することを目的とした公開買付けを実施したことによ
り、平成23年12月７日付けで、ＳＭＢＣ及びＳＭＢＣの完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループは当社の親会社となりました。 

３  重要な取引のみを記載しております。 
４  上記取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社

株式会社三井
住友フィナン
シャルグルー
プ 

東京都 
千代田区

2,337,895 

傘下子会社
の経営管
理、並びに
それに付帯
する業務

(被所有)
直接 

64.05
―

第三者割当
増資の割当

119,999 ― ―

親会社
株式会社 
三井住友銀行 

東京都 
千代田区 

1,770,996 銀行業 
(被所有) 
直接 

33.71 

金銭借入関係
資金の借入 

長期借入 

36,800 
長期返済 

51,159 
短期借入 

(純額) 

81,000 

長期借入金 77,456

１年内返済
予定の長期
借入金 

55,324

短期借入金 134,200

利息の支払 5,017 未払費用 172

業務提携関係

営業債務保
証料の受取 

18,252 保証債務 385,542

代位弁済 12,078 ─ ─

有価証券購入
有価証券の
購入 

14,149 ― ─

(1)発行新株式数 普通株式 225,988,700株 

(2)発行価額 一株につき 531円 

(3)発行価額の総額 119,999,999,700円 

(4)資本組入額 一株につき 265.5円 

(5)資本組入額の総額 59,999,999,850円 

(6)申込期間 平成23年12月19日から平成23年12月22日まで 

(7)払込期日 平成23年12月26日 

(8)割当先及び割当方法 
 

第三者割当によるものとし、株式会社三井住友フィナンシャルグループ
に全株を割り当てる。 
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(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

 
(注) １  取引条件及び取引条件の決定方針 

営業債務保証は無担保ローン残高に対するものであり、営業債務保証料や代位弁済基準は、業務提携に
関する契約に基づき行っております。 

２  重要な取引のみを記載しております。 
３  上記取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場） 

株式会社三井住友銀行 

（非上場） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社の
子会社 

株式会社 
ジャパンネッ
ト銀行 

東京都 
新宿区 

37,250 銀行業 ― 業務提携関係

営業債務保
証料の受取 

2,244 保証債務 27,145

代位弁済 1,040 ― ―
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

  
１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) １  取引条件及び取引条件の決定方針 
         経営指導料は契約により決定しております。 

２  重要な取引のみを記載しております。 
３  上記取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

 
(注) １  取引条件及び取引条件の決定方針 

借入は、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しており、借入利率は一般
市中金利となっております。 
営業債務保証は無担保ローン残高に対するものであり、営業債務保証料や代位弁済基準は、業務提携に
関する契約に基づき行っております。 

２  重要な取引のみを記載しております。 
３  上記取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社

株式会社三井
住友フィナン
シャルグルー
プ 

東京都 
千代田区

2,337,895 

傘下子会社
の経営管
理、並びに
それに付帯
する業務

(被所有)
直接 

100.00
―

経営指導料
の支払

431 ― ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社の
子会社 

株式会社 
三井住友銀行 

東京都 
千代田区 

1,770,996 銀行業 ― 

金銭借入関係
資金の借入 

長期返済 

55,324 
短期借入 

（純額） 

139,000 

長期借入金 43,615

１年内返済
予定の長期
借入金 

33,841

短期借入金 273,200

利息の支払 5,135 未払費用 101

業務提携関係

営業債務保
証料の受取 

20,286 保証債務 428,548

代位弁済 13,681 ― ―

親会社の
子会社 

株式会社 
ジャパンネッ
ト銀行 

東京都 
新宿区 

37,250 銀行業 ― 業務提携関係

営業債務保
証料の受取 

2,358 保証債務 29,077

代位弁済 969 ― ―
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２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社モビットであり、その要約財務情報は以下のと

おりであります。 

 
（注）株式会社モビットは、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。 

  

  

(開示対象特別目的会社関係) 

  
前連結会計年度(自 平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  (単位：百万円) 

 

株式会社モビット

前連結会計年度 当連結会計年度

流動資産合計 171,583 176,948 

固定資産合計 3,472 3,545 

   

流動負債合計 118,803 146,715 

固定負債合計 27,209 3,516 

   

純資産合計 29,043 30,263 

   

営業収益 30,628 30,275 

税引前当期純利益金額 9,728 5,758 

当期純利益金額 5,373 4,219 
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(１株当たり情報) 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益又は当期純損失及び算定上の基礎並び

に潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注) １  前連結会計年度潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

２  当連結会計年度潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

     

  
  
  

  

項目
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当連結会計年度 

(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 308.44円 470.50円 

  (算定上の基礎)   

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円) 
108,827 166,589 

普通株式に係る純資産額(百万円) 108,827 166,006 

差額の主な内訳(百万円) 

 新株予約権 

 少数株主持分 

― 

― 

 
― 

582 

 

普通株式の発行済株式数(千株) 360,855 352,824 

普通株式の自己株式数(千株) 8,030 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数(千株) 
352,824 352,824 

   

項目 (自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度

(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △911.10円 136.47円 

  (算定上の基礎)   

連結損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△) (百万円) 
△169,557 48,152 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△) (百万円) 
△169,557 48,152 

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) 186,101 352,824 

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益(注) ─ ─ 

  (算定上の基礎)   

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 
─ 

 
 

─ 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 
(注) １  当期末残高の(  )内の金額は、当期末残高のうち１年内に償還が予定されるものを記載しております。 

２  連結決算日後５年内における１年毎の償還予定額の総額 

 
  

【借入金等明細表】 

 
(注) １  長期借入金、リース債務及び債権流動化債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年

内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。 

 
  

２  平均利率は、期末日現在における借入金等の残高に対する利率を加重平均して算出しております。なお、リ

ース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照

表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

利率 
(％)

担保 償還期限

当社

第17回無担保社債 
平成12年 
５月31日

9,400 ― 2.90 なし
平成24年 
６月１日

第32回無担保社債 
平成15年 
６月４日

13,100 
13,100 
(13,100)

1.37 なし
平成25年 
６月４日

第33回無担保社債 
平成16年 
４月21日

7,400 7,400 2.10 なし
平成26年 
４月21日

第38回無担保社債 
平成19年 
２月16日

18,200 ― 2.05 なし
平成25年 
２月15日

第39回無担保社債 
平成19年 
３月23日

12,600 
12,600 
(12,600)

2.06 なし
平成26年 
３月20日

第41回無担保社債 
平成19年 
10月11日

18,500 
18,500 
(18,500)

2.74 なし
平成25年 
10月11日

第１回米ドル建 
無担保社債 

平成19年 
６月13日

60,496 
[500百万米ドル] 

― 5.95 なし
平成24年 
６月13日

第42回期限前償還
条項付無担保社債 

平成22年 
４月30日

397 398 3.50 なし
平成27年 
４月30日

計 ― ― 140,094 
51,998 
(44,200)

― ― ―
 

１年以内 
(百万円)

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内 
(百万円)

３年超４年以内 
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

44,200 7,400 398 ― ― 

区分
当期首残高 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

平均利率 
(％)

返済期限

短期借入金 147,921 308,889 0.55 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 97,175 46,923 2.66 ―

１年以内に返済予定のリース債務 74 74 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)         (注)１ 

90,538 43,615 2.88 
平成26年６月24日～ 
平成28年９月30日 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

121 34 ― 平成26年９月30日 

その他有利子負債 34,958 ― ― ―

合計 370,789 399,537 ― ―

区分
１年超２年以内 

(百万円)
２年超３年以内 

(百万円)
３年超４年以内 

(百万円)
４年超５年以内 

(百万円)

長期借入金 23,850 15,185 4,580 ― 

リース債務 34 ― ― ― 
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【資産除去債務明細表】 

 該当事項はありません。 

  
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※6  125,454 52,705

営業貸付金 ※1, ※2, ※3  735,504 ※1, ※2, ※3  707,379

短期貸付金 3,000 3,000

前払費用 483 464

未収収益 11,129 8,256

関係会社事業貸付金 2,340 3,510

求償債権 19,742 17,376

デリバティブ差入保証金 ※1  23,495 －

金銭の信託 11,560 －

その他 4,277 8,607

貸倒引当金 △45,737 △43,418

流動資産合計 891,250 757,881

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,260 7,665

減価償却累計額 △8,171 △5,569

建物（純額） 3,088 2,096

構築物 2,797 2,506

減価償却累計額 △2,253 △1,937

構築物（純額） 544 568

器具備品 16,060 13,633

減価償却累計額 △14,675 △11,216

器具備品（純額） 1,384 2,416

土地 3,052 427

リース資産 249 249

減価償却累計額 △71 △142

リース資産（純額） 178 106

建設仮勘定 － 126

有形固定資産合計 8,248 5,741

無形固定資産   

ソフトウエア 3,775 3,663

その他 12 25

無形固定資産合計 3,788 3,688

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,239 ※1  15,031

関係会社株式 24,379 38,151

破産更生債権等 ※3  68 ※3  67

長期前払費用 363 201

差入保証金 3,242 4,239

その他 3,065 311

貸倒引当金 △66 △65

投資その他の資産合計 41,292 57,937

固定資産合計 53,330 67,368

資産合計 944,581 825,249
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1, ※6  145,700 ※1  307,450

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※6  96,419 ※1  46,620

1年内償還予定の社債 88,096 44,200

1年内支払予定の債権流動化債務 22,472 －

未払金 17,498 19,729

未払費用 2,116 1,503

未払法人税等 247 38

預り金 780 535

賞与引当金 1,000 1,600

債務保証損失引当金 10,870 12,163

利息返還損失引当金 98,900 91,400

移転損失引当金 － 35

設備撤去引当金 － 612

その他 634 686

流動負債合計 484,734 526,573

固定負債   

社債 51,997 7,798

長期借入金 ※1, ※6  90,235 ※1  43,615

債権流動化債務 12,486 －

繰延税金負債 396 2,023

退職給付引当金 5,266 5,301

利息返還損失引当金 220,200 111,995

偶発損失引当金 9,920 13,009

その他 324 212

固定負債合計 390,827 183,954

負債合計 875,562 710,528

純資産の部   

株主資本   

資本金 140,737 140,737

資本剰余金   

資本準備金 97,604 －

その他資本剰余金 57,285 －

資本剰余金合計 154,889 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △169,690 △29,538

利益剰余金合計 △169,690 △29,538

自己株式 △57,271 －

株主資本合計 68,665 111,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 352 3,522

評価・換算差額等合計 352 3,522

純資産合計 69,018 114,721

負債純資産合計 944,581 825,249
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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 129,051 116,750

信用保証収益 32,824 36,219

その他の営業収益 10,416 11,677

営業収益合計 172,291 164,646

営業費用   

金融費用 13,046 8,473

その他の営業費用   

広告宣伝費 6,068 9,296

貸倒引当金繰入額 22,539 29,410

債務保証損失引当金繰入額 8,142 12,233

利息返還損失引当金繰入額 240,101 －

偶発損失引当金繰入額 － 8,126

従業員給料及び賞与 10,258 10,967

賞与引当金繰入額 928 1,542

退職給付費用 1,174 1,997

福利厚生費 1,741 1,957

賃借料 6,488 6,171

減価償却費 2,780 2,456

支払手数料 14,823 15,240

通信費 1,530 1,404

その他 9,358 12,999

その他の営業費用計 325,936 113,803

営業費用合計 338,983 122,276

営業利益又は営業損失（△） △166,691 42,369

営業外収益   

貸付金利息 98 72

受取配当金 ※4  778 ※4  1,662

受取保険金及び配当金 76 72

経営指導料 12 12

雑収入 368 340

営業外収益合計 1,334 2,158

営業外費用   

支払利息 ※4  752 511

新株発行費償却 557 －

事務所移転費用 72 433

賃貸借契約解約損 37 14

雑損失 234 36

営業外費用合計 1,654 996

経常利益又は経常損失（△） △167,012 43,532

― 102 ―



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※1  0 ※1  18

投資有価証券売却益 61 －

関係会社株式売却益 69 2,172

賞与引当金戻入額 2 －

清算配当金 14 －

抱合せ株式消滅差益 8,962 －

その他 274 14

特別利益合計 9,384 2,206

特別損失   

固定資産除却損 196 399

固定資産売却損 ※2  262 ※2  1,616

減損損失 ※3  55 ※3  100

投資有価証券評価損 225 －

移転損失引当金繰入額 － 35

設備撤去引当金繰入額 － 612

偶発損失引当金繰入額 ※5  9,920 －

その他 1,363 404

特別損失合計 12,023 3,167

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △169,651 42,571

法人税、住民税及び事業税 39 38

法人税等合計 39 38

当期純利益又は当期純損失（△） △169,690 42,533
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 80,737 140,737

当期変動額   

新株の発行 59,999 －

当期変動額合計 59,999 －

当期末残高 140,737 140,737

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 112,639 97,604

当期変動額   

新株の発行 59,999 －

準備金から剰余金への振替 △75,035 △97,604

当期変動額合計 △15,035 △97,604

当期末残高 97,604 －

その他資本剰余金   

当期首残高 14,686 57,285

当期変動額   

自己株式の処分 △133 －

自己株式の消却 － △57,271

準備金から剰余金への振替 75,035 97,604

欠損填補 △32,303 △97,618

当期変動額合計 42,598 △57,285

当期末残高 57,285 －

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 12,263 －

当期変動額   

欠損填補 △12,263 －

当期変動額合計 △12,263 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 46,700 －

当期変動額   

欠損填補 △46,700 －

当期変動額合計 △46,700 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

当期首残高 △91,267 △169,690

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △169,690 42,533

欠損填補 91,267 97,618

当期変動額合計 △78,423 140,152

当期末残高 △169,690 △29,538
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △57,419 △57,271

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 148 －

自己株式の消却 － 57,271

当期変動額合計 148 57,271

当期末残高 △57,271 －

株主資本合計   

当期首残高 118,341 68,665

当期変動額   

新株の発行 119,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △169,690 42,533

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 15 －

自己株式の消却 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期変動額合計 △49,675 42,533

当期末残高 68,665 111,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 176 352

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 175 3,169

当期変動額合計 175 3,169

当期末残高 352 3,522

新株予約権   

当期首残高 42 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 －

当期変動額合計 △42 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 118,561 69,018

当期変動額   

新株の発行 119,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △169,690 42,533

自己株式の取得 △0 －

自己株式の処分 15 －

欠損填補 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133 3,169

当期変動額合計 △49,542 45,703

当期末残高 69,018 114,721
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

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 

(2) その他有価証券 

①  時価のあるもの 

国内株式については、期末日前１カ月の市場価格の平均、国内株式以外については、期末日の市

場価格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  時価の把握が極めて困難なもの 

移動平均法による原価法によっております。 

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。 

３  固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。) 

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 

主に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。 

 
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。) 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウエア(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。 
  

建物及び構築物 ３～50年

器具備品 ２～20年
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(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

(4) 長期前払費用 

均等償却しております。 

４  引当金の計上基準 

(1) 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。 

(2) 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。 

(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) 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 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。 

(5) 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。 

(6) 偶発損失引当金 

他の引当金による引当対象となっている以外の偶発事象に対して、将来発生する可能性のある損失に

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。 

(7) 移転損失引当金 

事務所等の移転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。 

(8) 設備撤去引当金 

設備撤去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。 

５  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。 
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６  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 

金利関連 

ヘッジ手段 

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 

外貨建社債及び外貨建子会社貸付金 

③  ヘッジ方針 

ヘッジ取引は、資金調達、海外投融資における金利、為替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。 

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。ただし、特例処理によっている金利スワップ、及び振当処理によっている通

貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

７  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。 
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(会計方針の変更) 

投資有価証券のうち時価のある株式については、従来、期末日の市場価格に基づき評価する方法によ

り行っておりましたが、親会社と会計方針を統一するため、当事業年度より期末日前１カ月の市場価格

の平均をもって評価する方法に変更しております。 

当該会計方針の変更による影響額は軽微であるため遡及適用はしておりません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。  

  

(表示方法の変更) 

(貸借対照表関係) 

１  利息返還損失引当金について、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当事業年度より

区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 

上記表示方法の変更の結果、前事業年度における財務諸表の影響は以下のとおりとなりました。 

  

 

  
２  前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「前受収益」は、金額的重要性が乏し

くなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「前受収益」に表示していた16百万円

は、「その他」として組替ております。 

  

貸借対照表    

  前事業年度(平成24年３月31日)  (単位：百万円)

  組替前 組替後 差 額

資産の部    

  流動資産    

    貸倒引当金 △143,637 △45,737 97,900

    流動資産合計 793,350 891,250 97,900

  資産合計 846,681 944,581 97,900

    

負債の部    

  流動負債    

    利息返還損失引当金 77,100 98,900 21,800

    流動負債合計 462,934 484,734 21,800

  固定負債    

    利息返還損失引当金 144,100 220,200 76,100

    固定負債合計 314,727 390,827 76,100

  負債合計 777,662 875,562 97,900

負債純資産合計 846,681 944,581 97,900
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(損益計算書関係) 

１  利息返還損失引当金について、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当事業年度より

区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替を行っております。 

上記表示方法の変更の結果、前事業年度における損益計算書の影響は以下のとおりとなりました。 

  

 

  
２  前事業年度において、「営業収益」の「その他の営業収益」に含めていた「信用保証収益」は、重要

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他の営業収益」に表示していた

43,088百万円は、「信用保証収益」32,824百万円、「その他の営業収益」10,264百万円として組替てお

ります。 

  
３  前事業年度において、「営業収益」の「その他の金融収益」は、内訳として「預金利息」、「貸付金

利息」、「その他」の表示をしておりましたが、それぞれにおいて金額的重要性が乏しくなったため、

当事業年度より「その他の金融収益」を「その他の営業収益」として表示しております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「預金利息」に表示していた59百万

円、「貸付金利息」に表示していた83百万円、「その他」に表示していた９百万円は合算して「その他

の営業収益」として組替ております。 

  
４  前事業年度において、「営業費用」の「金融費用」は、内訳として「支払利息」、「その他」の表示

をしておりましたが、当事業年度より「支払利息」と「その他」の合計額を「金融費用」として表示し

ております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「支払利息」に表示していた12,914百

万円、「その他」に表示していた131百万円は合算して「金融費用」として組替ております。 

  
５  前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「関係会社株式売却益」は特別利益の

総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変

更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた344百万円

は、「関係会社株式売却益」69百万円、「その他」274百万円として組替ております。 

  

損益計算書    

  前事業年度(自 平成23年３月31日 至 平成24年３月31日) (単位：百万円)

  組替前 組替後 差 額

営業費用    

  その他の営業費用    

    貸倒引当金繰入額 68,800 22,539 △46,260

    利息返還損失引当金繰入額 193,840 240,101 46,260

  営業費用合計 338,983 338,983 ―
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(貸借対照表関係) 

※１  担保に供している資産及びその対応する債務 

(前事業年度) 

営業貸付金251,980百万円について、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134,200百万円、長期借入金117,780百万円(１年内返済予定45,324百万円を含む。)であ

ります。 

また、デリバティブ差入保証金23,495百万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに対するヘッ

ジ取引（通貨スワップ取引）の担保に、投資有価証券のうち22百万円は営業保証の担保に供しており

ます。 

  
(当事業年度) 

営業貸付金345,656百万円について、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273,200百万円、長期借入金72,456百万円(１年内返済予定28,841百万円を含む。)であ

ります。 

また、投資有価証券のうち22百万円は営業保証の担保に供しております。 

  
※２  営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 

(前事業年度) 

営業貸付金の契約形態は、主として、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、165,299百万円(有担保リボルビング契約を含む。)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。 

  
(当事業年度) 

営業貸付金の契約形態は、主として、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、177,115百万円(有担保リボルビング契約を含む。)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。 
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※３  不良債権の状況 

(前事業年度) 

 
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。 

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。 

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。 

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、51,724百万円のうちには、延滞日数が30日以内のものが47,589百万円含まれております。 

  

(当事業年度) 

 
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。 

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。 

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。 

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、37,766百万円のうちには、延滞日数が30日以内のものが32,797百万円含まれております。 

  

区分 金額(百万円)

破綻先債権 359 

延滞債権 2,622 

３カ月以上延滞債権 6,565 

貸出条件緩和債権 51,724 

計 61,271 

区分 金額(百万円)

破綻先債権 321 

延滞債権 2,148 

３カ月以上延滞債権 6,098 

貸出条件緩和債権 37,766 

計 46,335 
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４  偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 

 
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) 訴訟の提起 

当社は、株式会社クラヴィスの破産管財人より、以下のとおり訴訟の提起を受けております。現在

係争中であり、訴訟の結果によっては当社に損害が生じる可能性がありますが、現時点で合理的に見

積ることはできません。  

 
  

５  当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)による借入未実行残高は、次のとおりであります。 

 
  

※６  関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであります。 

 
  

  

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

 583,332百万円 661,643百万円 

原告 被告
訴訟金額 
(百万円)

備考

株式会社クラヴィス

の破産管財人 

ＳＭＢＣコンシューマー

ファイナンス株式会社 
2,000

株式会社クラヴィスから当社への弁済
金に関する否認権行使請求訴訟 
債権額総額6,834百万円のうち2,000百
万円の一部請求として、及び平成24年
５月31日から支払済みまで年６％の損
害金 

株式会社クラヴィス

の破産管財人 

ＳＭＢＣコンシューマー

ファイナンス株式会社他 
500

株式会社クラヴィスの自己株式取得に
関する損害賠償請求訴訟 
債権額総額3,619百万円のうち500百万
円の一部請求として、及び平成24年12
月29日から支払済みまで年５％の損害
金 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

(当座貸越契約)   

借入枠 169,600百万円 313,200百万円 

借入実行残高 145,700百万円 307,450百万円 

差引 23,900百万円 5,750百万円 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

現金及び預金 114,409百万円 －百万円 

短期借入金 134,200百万円 －百万円 

１年内返済予定の長期借入金 55,324百万円 －百万円 

長期借入金 77,456百万円 －百万円 
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(損益計算書関係) 

※１  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 

  
※２  固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

 
  

※３  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。 

前事業年度（自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日)  

 
(資産をグループ化した方法) 

当社は、主として事業の種類別セグメントを基準に独立のキャッシュ・フローの単位に基づき、資

産グループを分類しております。 

なお、賃貸用資産や遊休資産につきましては、個別の物件ごとにグルーピングしております。 

(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(55百万円)として特別損失に計上しております。その内訳は、器具

備品49百万円、電話加入権５百万円であります。 

(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、正味売却価額は外部鑑定評価額に基づき算定

しております。他の転用や売却が困難な器具備品及び電話加入権につきましては備忘価額１円として

おります。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

器具備品 0百万円 1百万円 

土地 －百万円 17百万円 

計 0百万円 18百万円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

建物 18百万円 178百万円 

構築物 －百万円 4百万円 

器具備品 0百万円 38百万円 

土地 242百万円 1,394百万円 

電話加入権 0百万円 －百万円 

計 262百万円 1,616百万円 

用途 種類 場所

遊休資産 器具備品、電話加入権 東京都他 

― 114 ―



  
当事業年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(資産をグループ化した方法) 

当社は、主として事業の種類別セグメントを基準に独立のキャッシュ・フローの単位に基づき、資

産グループを分類しております。 

なお、賃貸用資産や遊休資産につきましては、個別の物件ごとにグルーピングしております。 

(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(100百万円)として特別損失に計上しております。その内訳は、器具

備品92百万円、建物２百万円、構築物３百万円、電話加入権２百万円であります。 

(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、正味売却価額は外部鑑定評価額に基づき算定

しております。他の転用や売却が困難な建物、構築物、器具備品及び電話加入権につきましては備忘

価額１円としております。 

  
※４  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。 

 
  

※５  偶発損失引当金繰入額は、債務の保証に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可

能性のある損失の見積額を計上しております。 

  

用途 種類 場所

遊休資産 建物、構築物、器具備品、電話加入権 東京都他 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

受取配当金 500百万円 1,500百万円 

支払利息 752百万円 －百万円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（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                     842株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

平成21年ストック・オプションの権利行使による減少  14,650株 

平成22年ストック・オプションの権利行使による減少   6,200株 

  
当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の消却による減少               8,030,718株 

  

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 8,050,726 842 20,850 8,030,718 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株) 8,030,718 ― 8,030,718 ― 
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(リース取引関係) 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の売買処理に係る会計処理によっておりますが、重要

性が乏しいため記載を省略しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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が、重要性

が乏しいため記載を省略しております。 

  
  

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、

子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

は以下のとおりです。 

(単位：百万円) 

 
  

区分
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

子会社株式 15,379 14,053 

関連会社株式 9,000 24,098 

計 24,379 38,151 
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(税効果会計関係) 

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 

 
(注) 「表示方法の変更」に記載のとおり、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当事業年度より区分

把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替を行っております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前事業年度の注記の組替を行っております。 

      この結果、前事業年度において「貸倒引当金」に表示していた25,180百万円、「利息返還損失引当金」に表示

していた78,835百万円、「評価性引当額」に表示していた△354,525百万円は、「貸倒引当金」367百万円、「利

息返還損失引当金」113,727百万円、「評価性引当額」△364,604百万円として組替ております。 

  

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 

 
(注) 前事業年度においては税引前当期純損失であるため、差異の原因の記載を省略しております。 

  

(資産除去債務関係) 

店舗等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約

に関する敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
当事業年度 

(平成25年３月31日)

繰延税金資産   

貸倒損失 9,674百万円 7,028百万円 

貸倒引当金 367百万円 2,177百万円 

未収利息 2,407百万円 2,985百万円 

賞与引当金 380百万円 608百万円 

退職給付引当金 1,877百万円 1,889百万円 

利息返還損失引当金 113,727百万円 74,656百万円 

債務保証損失引当金 3,874百万円 4,623百万円 

移転損失引当金 ―百万円 13百万円 

設備撤去引当金 ―百万円 232百万円 

偶発損失引当金 3,535百万円 4,636百万円 

関係会社株式評価損 1,448百万円 1,252百万円 

求償権貸倒損失 2,850百万円 3,349百万円 

繰越欠損金 221,236百万円 230,917百万円 

その他 3,225百万円 2,731百万円 

繰延税金資産小計 364,604百万円 337,101百万円 

評価性引当額 △364,604百万円 △337,101百万円 

繰延税金資産合計 ―百万円 ―百万円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △396百万円 △2,023百万円 

繰延税金負債計 △396百万円 △2,023百万円 

繰延税金負債の純額 △396百万円 △2,023百万円 

 
前事業年度 

(平成24年３月31日)
 

当事業年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 ―  38.0％ 

（調整）    

評価性引当額 ―  △40.7％ 

繰越欠損金の期限切れ ―  12.7％ 

税率変更に伴う影響額 ―  △8.9％ 

その他 ―  △1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  0.1％ 
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(１株当たり情報) 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益又は当期純損失及び算定上の基礎並び

に潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 
(注) １  前事業年度潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

２  当事業年度潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  
  
  
  

  

項目
(平成24年３月31日) 

前事業年度
(平成25年３月31日) 

当事業年度

(1) １株当たり純資産額 195.61円 325.15円 

(算定上の基礎)   

貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円) 
69,018 114,721 

普通株式に係る純資産額(百万円) 69,018 114,721 

差額の主な内訳(百万円) 

新株予約権 ― 
 

― 
 

普通株式の発行済株式数(千株) 360,855 352,824 

普通株式の自己株式数(千株) 8,030 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数(千株) 
352,824 352,824 

項目 (自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

前事業年度
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

当事業年度

(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△) △911.81円 120.55円 

(算定上の基礎)   

損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△)（百万円） 
△169,690 42,533 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)（百万円） 
△169,690 42,533 

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) 186,101 352,824 

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益(注) ― ― 

(算定上の基礎)   

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 ― 
 

― 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 

  
【債券】 

 
  

【その他】 

 
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 

(百万円)

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

住友不動産㈱ 1,772,000 6,274 

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 10,932,353 4,635 

㈱ふくおかファイナンシャルグループ 2,449,925 1,107 

㈱日本信用情報機構 24,000 791 

三井生命保険㈱ 1,001,700 500 

東京海上ホールディングス㈱ 55,125 152 

セコム㈱ 30,000 148 

㈱インデックス 68,584 133 

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 53,900 59 

㈱西日本シティ銀行 158,931 44 

その他(14銘柄) 219,882 151 

計 16,766,400 13,999 

銘柄
券面総額 
(百万円)

貸借対照表計上額 
(百万円)

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

第270回利付国庫債券 21 22 

種類及び銘柄
投資口数等 

(口)
貸借対照表計上額 

(百万円)

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

優先出資証券 100 1,000 

投資事業有限責任組合契約 4 9 

計 104 1,009 
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【有形固定資産等明細表】 

 
(注) １  当期減少額の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。 

２  当期減少額のうち、主なものは社有社宅の売却によるものであります。 

   内訳 建物2,393百万円 構築物186百万円 器具備品112百万円 土地2,625百万円 

３  無形固定資産については、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期

減少額」の記載を省略しております。 

４  長期前払費用は、法人税法の償却対象分のみを記載しております。 

  

【引当金明細表】 

 
(注) １  「表示方法の変更」に記載のとおり、従来貸倒引当金に含まれていた利息返還損失の一部は当事業年度より

区分把握が可能となったことに伴い、利息返還損失引当金へ振替をしております。この表示方法の変更を反

映させるため、上表の当期首残高の組替を行っております。 

２  貸倒引当金の当期減少額(その他)は対象債権の回収による戻し入れ額等であります。 

３ 利息返還損失引当金(固定)の当期減少額(その他)は流動への振替額であります。 

４ 偶発損失引当金の当期減少額(その他)は貸倒引当金への振替額であります。 

  

資産の種類
当期首残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価 
償却累計額 

又は 
償却累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引 
当期末残高
(百万円)

有形固定資産        

  建物 11,260 323 
3,918 

(2)
7,665 5,569 311 2,096 

  構築物 2,797 147 
439 
(3)

2,506 1,937 61 568 

  器具備品 16,060 1,793 
4,220 

(92)
13,633 11,216 537 2,416 

  土地 3,052 ― 2,625 427 ― ― 427 

  リース資産 249 ― ― 249 142 71 106 

  建設仮勘定 ― 197 70 126 ― ― 126 

有形固定資産計 33,421 2,461 
11,273 

(97)
24,609 18,867 981 5,741 

無形固定資産        

  ソフトウエア ― ― ― 28,166 24,503 1,473 3,663 

  その他 ― ― ― 33 7 1 25 

無形固定資産計 ― ― ― 28,199 24,510 1,474 3,688 

長期前払費用 3,470 72 79 3,463 3,262 226 201 

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 45,803 43,483 36,712 9,091 43,483 

賞与引当金 1,000 1,600 1,000 ― 1,600 

債務保証損失引当金 10,870 12,233 10,940 ― 12,163 

利息返還損失引当金(流動) 98,900 108,204 115,704 ― 91,400 

利息返還損失引当金(固定) 220,200 ― ― 108,204 111,995 

移転損失引当金 ― 35 ― ― 35 

設備撤去引当金 ― 612 ― ― 612 

偶発損失引当金 9,920 8,126 ― 5,037 13,009 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

①  現金及び預金 

 
  

  
②  営業貸付金 

営業貸付金の増減額及び残高 

 
(注)  主な相手先別内訳の記載については、「第２事業の状況」「２営業の実績」の「(2)当社における営業貸付金の

内訳等」に記載しておりますので、省略しております。 

  

③  短期借入金 

 
  

区分 金額(百万円)

現金 51 

預金 

当座預金 116 

普通預金 49,826 

定期預金 2,590 

別段預金 15 

郵便振替貯金 105 

計 52,653 

合計 52,705 

期首残高

(百万円)

Ａ

期中貸付額

(百万円)

Ｂ

期中回収額

(百万円)

Ｃ

貸倒損失額 

(百万円)

期末残高

(百万円)

Ｄ

回収率
(％)

Ｃ
×100

Ａ＋Ｂ

回転率
(回)
Ｂ

(Ａ＋Ｄ)÷２

735,504 319,956 302,352 45,728 707,379 28.65 0.44 

区分 金額(百万円)

㈱三井住友銀行 273,200 

㈱新生銀行 34,250 

合計 307,450 
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④  長期借入金（うち１年内返済予定の長期借入金） 

 
(注)  貸借対照表の長期借入金計上額43,615百万円は、１年内返済予定の長期借入金46,620百万円を控除した金額で

あります。 

  

⑤  社債 

社債の内訳は、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細

表」の「社債明細表」に記載しております。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分
金額(百万円) 

(うち１年内返済予定の長期借入金)

㈱三井住友銀行 
77,456 
(33,841) 

㈱新生銀行 
5,000 
(5,000) 

その他 
7,779 
(7,779) 

合計 
90,235 
(46,620) 
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