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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
 (注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

 ２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

 ３ 第47期の潜在株式調整後１株当たり四半期(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。 

 ４ 第47期に連結の範囲に含めました三洋信販㈱、朝日エンタープライズ㈱、ポケットカード㈱、㈱エージーカ

ード、三洋信販債権回収㈱、三洋アセットマネジメント㈲及びポケット・ダイレクト㈱は、みなし取得日を

平成19年９月30日としております。このため第47期の経営指標等の営業収益、経常利益、四半期(当期)純利

益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシ

ュ・フローには三洋信販㈱ほか６社の平成19年10月１日から平成20年３月31日（ポケットカード㈱及びポケ

ット・ダイレクト㈱は平成19年９月１日から平成20年２月29日）の数値のみを含めております。また、純資

産額、総資産額、現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高、従業員数には三洋信販㈱ほか６社の数値が含

まれております。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第３四半期連結
累計期間

第48期
第３四半期連結

会計期間
第47期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  12月31日

自 平成20年
  10月１日 
至 平成20年 
  12月31日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 297,534 95,772 391,240

経常利益 (百万円) 45,271 17,756 64,325

四半期(当期)純利益 (百万円) 18,901 6,468 15,955

純資産額 (百万円) ― 432,351 418,885

総資産額 (百万円) ― 1,897,302 2,019,055

１株当たり純資産額 (円) ― 3,080.79 2,991.03

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 149.04 51.00 125.81

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 139.45 45.64 ―

自己資本比率 (％) ― 20.6 18.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 81,549 ― 116,299

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △12,214 ― △126,465

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △104,234 ― 13,106

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― 170,372 205,052

従業員数 (名) ― 5,684 5,984
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当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事業の

内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社における状況 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の( )内は外数で、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)で

あります。   

３ 臨時従業員数には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

  

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 
5,684

(819)

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 3,275
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第２ 【事業の状況】 

(1) 当社グループにおける営業貸付金の内訳等 

当第３四半期連結会計期間における営業の実績は、次のとおりであります。ただし、全セグメントの

営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「金融事業」の割合がいずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメントに関連付けて記載しておりません。 

  

① 営業店舗数及び自動設備台数 

 
(注) １ 自動契約機及びローン申込機の台数は、総設置台数であります。 

２ 当社の顧客が利用可能な現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)の提携先数は以下のとおりであります。 

  当第３四半期連結会計期間末 

 民間金融機関380(うち銀行系110)、流通系７、信販系８、その他２、合計397 

 現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)118,035台 

３ 当社は、上記以外に㈱ファミリーマート、㈱ローソンとの提携により、両社の国内店舗において入金

受付が可能であります。 

  

  

② 種類別営業収益 

 
(注) １ 「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息(「営業貸付金利息」を除く)などであります。 

２ その他の営業収益の「その他」は、不動産賃貸収入、受取手数料収入などであります。 

３ 主な相手先別営業収益については、それぞれの相手先が営業収益に占める割合が100分の10未満であ

るため、記載を省略しております。 

４ 第２四半期連結会計期間より、買取債権回収高には買取原価相当額を含めておりません。 

  

  

１ 【営業の実績】

区分

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

連結 当社

店舗 (店) 1,609 1,556

(うち有人店舗) (359) (306)

(うち無人店舗) (1,250) (1,250)

自動契約機 (台) 1,584 1,584

現金自動設備  (自社設置分) (台) 1,798 1,754

ローン申込機 (台) 209 209

種類別
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成割合(％)

営業貸付金利息 79,546 83.1

その他の金融収益 155 0.2

商品売上高 141 0.1

その他の営業収益 15,928 16.6

償却債権取立益 1,948 2.0

あっせん収益 2,306 2.4

買取債権回収高 3,282 3.4

保証事業収益 6,465 6.8

その他 1,926 2.0

営業収益合計 95,772 100.0
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③ 貸付金の種類別残高内訳 

 
(注) 平均約定金利は、第３四半期連結会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。なお、当

社は平成19年12月19日より、三洋信販株式会社は平成20年４月21日より、新規取引時に適用する貸出上限金

利を17.80％に引き下げております。 

  

  

④ 資金調達内訳 

 
(注) １ 自己資本は、資産の合計額より負債及び少数株主持分の合計額並びに配当金の予定額を控除し、引当金

の合計額を加えて算出しております。 

２ 平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額の割

合を基として算出しております。 

  

  

貸付種別

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合 
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保 
(住宅向を除く) 

3,098,860 99.9 1,596,139 99.1 21.67

有担保 
(住宅向を除く) 

3,508 0.1 13,816 0.9 15.31

住宅向 ― ― ― ― ―

計 3,102,368 100.0 1,609,955 100.0 21.62

事業者向 有担保 35 0.0 159 0.0 12.00

合計 3,102,403 100.0 1,610,115 100.0 21.62

借入先等
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 740,562 1.91

その他 415,733 1.83

(うち社債・ＣＰ) (404,733) (1.81)

合計 1,156,295 1.88

自己資本 948,464 ―

(うち資本金) (80,737) (―)
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当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間の当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであ

ります。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結会計期間の当社グループの経営成績は、営業収益は95,772百万円、経常利益は

17,756百万円、四半期純利益は6,468百万円となりました。 

なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

・金融事業 

金融事業につきましては、債権の良質化に向けた与信の厳格化や、利息返還請求の増加に伴う貸倒償

却の増加等により、当社単体では営業貸付金残高が大幅に減少いたしましたものの、連結された三洋信

販株式会社の収益や信用保証事業等の周辺事業の収益が寄与し、当第３四半期連結会計期間の金融事業

収益は、93,704百万円となりました。 

  

・その他の事業 

当社グループでは、消費者金融事業で培った経営資源やノウハウを活用し、自社ＡＴＭの開放提携事

業や、テレマーケティング事業、金融事業向けシステム開発事業等を行っているほか、新事業分野への

進出も図っております。このような取り組みの結果、その他の事業収益は、2,067百万円となりまし

た。 

  

(2) 財政状態の分析 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少し、1,713,945百万円となりました。これは、営業

貸付金が137,620百万円、短期貸付金が63,835百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、183,357百万円となりました。これはのれんが

4,782百万円、投資有価証券が2,645百万円それぞれ減少したほか、当社と三洋信販株式会社とのシステ

ム統合等によりソフトウエアが2,554百万円減少したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少し、1,897,302百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて13.5％減少し、556,154百万円となりました。これは、短期

借入金が93,080百万円減少したことなどによります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、908,796百万円となりました。これは、利息返

還損失引当金が44,082百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、1,464,951百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％増加し、432,351百万円となりました。これは利益剰

余金が13,842百万円増加したことなどによります。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は20.6％となり、前連結会計年度末に比べ

て1.8ポイント増加いたしました。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間

末から6,033百万円（3.67％）増加し、170,372百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状

況は次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は22,222百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益14,264百万円、営業貸付金の減少43,743百万円等の資金増加要因と、非

資金科目である貸倒引当金の減少19,340百万円、利息返還損失引当金の減少11,331百万円等の資金減少

要因によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は17,999百万円となりました。主な

要因は、有価証券勘定の増加による支出10,500百万円であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において財務活動により得られた資金は1,519百万円となりました。これ

は、短期借入金の純増額17,014百万円、長期借入金の純減額9,722百万円等によるものであります。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ

ん。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

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 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数 (株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数 (株) 
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数 (株) 

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 134,866,665 同左
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は50株であります。

計 134,866,665 同左 ― ―

平成20年７月８日及び平成20年７月９日 取締役会決議

第３四半期会計期間末現在 
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) 4,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式

単元株式数は50株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２

新株予約権の行使期間 (注)３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

(注)４ 

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権付社債からの分割譲渡はできない。

代用払込みに関する事項 
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権
に係る本社債を出資するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５

新株予約権付社債の残高(百万円) 42,000
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(注) １ 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額

面金額の総額を下記 (注)２記載の転換価額で除した数とする。但し、１株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

２  (１)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債 

    の価額は、額面金額と同額とする。 

  (２)転換価額は、当初、2,820円とする。 

  (３)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式 

    を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使及び取得請求権付株式 

    の取得請求権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整される。なお、次の算式におい 

    て、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。  
   

  
          また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を 

    下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるもの 

    を含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従 

    い適宜調整される。 

３  当社が組織再編事由の提案（適用除外持株会社化に係る提案を除く。）について株主に最初に通知した日

（株主に対する通知を要しない場合には、当該組織再編事由の条項について最初に公表した日）及び平成27

年６月１日のいずれか早い日（以下「権利行使期間開始日」という。）から平成27年７月16日における新株

予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）までとする。  

但し、①当社がクリーンアップ条項又は税制変更等のいずれかにより本社債を繰上償還する場合（税制変更

等による繰上償還を受けないことが選択された本社債を除く。）には、償還日の東京における３営業日前の

日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、②当社が組織再編行為を行う場合、上場廃止等又は

スクイーズアウトにより本社債が繰上償還される場合には、償還日の東京における３営業日前の日における

新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、③本社債が本新株予約権付社債所持人の選択により繰上償還さ

れる場合には、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に従って本社債の支払代理人に預託された時より

後、④買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時より後、又は⑤当社が本新株予約権付社債の要項に定

めるところにより本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失後は、それぞれ、本新株

予約権を行使することはできないものとする。  

但し、ア.いかなる場合も権利行使期間開始日より前及び平成27年７月16日より後は本新株予約権を行使す

ることはできないものとし、イ.当社が本新株予約権の取得条項に基づき取得通知を行った場合は、取得通

知日（同日を含まない。）の15日後の日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの間は本新株予

約権を行使することはできないものとし、また、ウ.当社が組織再編事由に際し承継会社等の新株予約権の

交付等を実行するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株

予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、当該組織再編効力発生日の14日

後の日以前に終了するものとする。）は行使することができないものとする。当社は、本新株予約権付社債

所持人及び受託会社に対して、上記ウ.記載の本新株予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期間を、当

該停止期間が開始する30日以上前に通知するものとする。  

４  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は行使価額（修正又は調整された場合は修

正又は調整後の行使価額。）とし、同発行価格中資本に組入れる額は、当該発行価格の２分の１の金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の

額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  当社につき組織再編事由が生じた場合、本新株予約権付社債が組織再編効力発生日より前に償還されていな

い限り、当社は、承継会社等をして、本社債の債務を承継するための本新株予約権付社債の要項に定める措

置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるものとする。また、かかる場合、当社は、承

継会社等の普通株式が当該組織再編効力発生日において日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場される

ようにするものとする。「承継会社等」とは、合併の後存続又は設立される会社、当社の資産を譲り受ける

会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換

又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の組織再編行為により本新株予約権付社

債に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。 

  

  

既発行
＋

発行又は処分株式数×１株当たりの発行又は処分価額

調整後
＝

調整前
×

株式数 時価

転換価額 転換価額 既発行株式数＋発行又は処分株式数
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

(注) １ 当第３四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社他１社から、平成20年10月22日付、平成20年11

月10日付、平成20年11月14日付、平成20年12月２日付、及び平成20年12月25日付で大量保有報告書の変更報

告書の提出がありました。最終提出日である平成20年12月25日付の大量保有報告書の変更報告書では、平成

20年12月18日現在で以下の２社が株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半

期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。 

  

 
  

２ 当第３四半期会計期間において、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、平

成20年12月11日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年12月５日現在で以下の株式を所有

している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができ

ておりません。 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年12月31日 ― 134,866 ― 80,737 ― 112,639

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラ
ストタワー 

6,387 4.74

エフエムアール エルエルシー 
82 Devonshire Street, Boston,
Massachusetts 02109, USA 

11,491 8.52

計 ─ 17,878 13.26

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

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 

2049 Century Park East 20th Floor, Los 
Angeles, California 90067 United States 

7,940 5.89
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３ 当第３四半期会計期間において、テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー他４社か

ら、平成20年12月22日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年12月15日現在で以下の５社

が株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末の実質所有株式数

の確認ができておりません。 

  

 
  

(6) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。 

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ600株(議決権12個)及び48株含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が18株含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

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 

アメリカ合衆国 33394、フロリダ州、フォー
ト・ローダデイル、スゥイート2100、イース
ト・ブロワード・ブルヴァール500 

2,474 1.83

テンプルトン・グローバル・ア
ドバイザーズ・リミテッド 

バハマ連邦、ナッソー、ライフォード・ケ
イ、BOX N-7759 

553 0.41

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 

英国 EH3 8BH、スコットランド、エディンバ
ラ、モリソン・ストリート5 

2,167 1.61

フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ・コープ 

カナダ M2N 0A7、オンタリオ州、トロント、
スイート1200、ヤング・ストリート5000 

4,386 3.25

フランクリン・テンプルトン・
ポートフォリオ・アドバイザー
ズ・インク 

アメリカ合衆国 94403-1906、カリフォルニ
ア州、サン・マテオ、ワン・フランクリン・
パークウェイ 

433 0.32

計 ─ 10,016 7.43

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 

8,049,400 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

126,793,450 
2,535,869 ― 

単元未満株式 
普通株式 

23,815 
― ― 

発行済株式総数 134,866,665 ― ―

総株主の議決権 ― 2,535,869 ―
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② 【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 
 (注) 当第３四半期会計期間末の自己株式数は、8,051,155株であります。 

  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
プロミス株式会社 

東京都千代田区大手町
１丁目２番４号 

8,049,400 ― 8,049,400 5.97

計 ― 8,049,400 ― 8,049,400 5.97

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

 
10月

 
11月 12月

最高(円) 3,360 3,400 3,530 3,020 2,710 2,535 1,998 2,190 2,290

最低(円) 2,735 3,070 2,965 2,400 2,330 2,015 1,326 1,721 1,787
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。 

  

 役職の異動 

  

 
  

  

  

３ 【役員の状況】

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役 
取締役 

副社長執行役員
経営企画部門統轄 
兼 総合企画部担当 

代表取締役
取締役 

副社長執行役員
経営企画部門統轄 
兼 総合企画部、広報
部担当 

久 保   健 平成20年10月１日

取締役 

専務執行役員 
営業推進部門、営業企
画部門統轄  兼   
営業企画部門担当 

取締役 
専務執行役員
営業推進部門、   
営業企画部門担当 

加曽利   勉 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
関連事業部担当 

取締役 
常務執行役員
海外事業部門担当 

久保出 俊 博 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
人事部、財務部担当 

取締役 
常務執行役員
関連企業部担当 

岡 本   誠 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
営業推進部門担当 

取締役 
常務執行役員
人事部、財務部担当 

鈴 木   哲 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
広報部、ＩＴ開発部、
ＩＴ運用部担当 

取締役 
常務執行役員
ＩＴ企画部、ＩＴ開発
部、ＩＴ運用部担当 

立 石 義 之 平成20年10月１日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)及び「特定金融会社等の会計の整理に

関する命令」(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。 

なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則第７条第１項

第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

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、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 156,429 122,994

受取手形及び売掛金 546 612

営業貸付金 *3, *5  1,610,115 *2, *3, *5  1,747,736

割賦売掛金 82,562 65,767

有価証券 11,400 11,000

買取債権 25,340 27,298

短期貸付金 23,462 87,298

繰延税金資産 33,855 46,058

求償債権 25,801 22,333

その他 *3  31,171 36,365

貸倒引当金 △286,740 △343,576

流動資産合計 1,713,945 1,823,888

固定資産   

有形固定資産 *1  68,760 *1  71,648

無形固定資産   

のれん 55,794 60,576

その他 14,779 17,345

無形固定資産合計 70,574 77,922

投資その他の資産   

投資有価証券 *3  25,743 *3  28,389

その他 *3  18,653 *3  17,589

貸倒引当金 △374 △382

投資その他の資産合計 44,022 45,596

固定資産合計 183,357 195,166

資産合計 1,897,302 2,019,055
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 144,412 237,492

1年内償還予定の社債 42,200 38,200

コマーシャル・ペーパー 26,000 25,000

1年内返済予定の長期借入金 *3  193,079 *3  189,195

未払法人税等 2,101 6,196

賞与引当金 2,165 4,047

債務保証損失引当金 16,794 14,902

利息返還損失引当金 93,829 87,693

事業再構築引当金 649 6,076

その他の引当金 874 814

その他 34,048 33,358

流動負債合計 556,154 642,979

固定負債   

社債 294,533 336,720

転換社債型新株予約権付社債 42,000 －

長期借入金 *3  403,070 *3  418,435

債権流動化債務 11,000 －

退職給付引当金 3,875 4,005

利息返還損失引当金 152,111 196,194

その他の引当金 357 339

その他 1,848 1,496

固定負債合計 908,796 957,191

負債合計 1,464,951 1,600,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 138,409 138,413

利益剰余金 231,169 217,327

自己株式 △57,425 △57,424

株主資本合計 392,891 379,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 96

繰延ヘッジ損益 － △7

為替換算調整勘定 △2,261 172

評価・換算差額等合計 △2,199 262

少数株主持分 41,659 39,568

純資産合計 432,351 418,885

負債純資産合計 1,897,302 2,019,055
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

営業貸付金利息 249,545

その他の金融収益 526

商品売上高 412

その他の営業収益 47,049

営業収益合計 297,534

営業費用  

金融費用 16,670

商品売上原価 372

その他の営業費用 *  235,981

営業費用合計 253,025

営業利益 44,509

営業外収益  

受取利息及び配当金 803

持分法による投資利益 1,255

その他 449

営業外収益合計 2,508

営業外費用  

支払利息 1,045

支払手数料 500

その他 200

営業外費用合計 1,746

経常利益 45,271

特別利益  

固定資産売却益 61

投資有価証券売却益 650

その他 173

特別利益合計 885

特別損失  

前期損益修正損 64

固定資産売却損 89

固定資産除却損 866

減損損失 62

投資有価証券評価損 3,278

関係会社株式評価損 1,218

事業再編損 1,506

その他 661

特別損失合計 7,747

税金等調整前四半期純利益 38,410

法人税、住民税及び事業税 4,659

法人税等調整額 12,480

法人税等合計 17,139

少数株主利益 2,369

四半期純利益 18,901
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

営業貸付金利息 79,546

その他の金融収益 155

商品売上高 141

その他の営業収益 15,928

営業収益合計 95,772

営業費用  

金融費用 5,487

商品売上原価 121

その他の営業費用 *  72,889

営業費用合計 78,499

営業利益 17,273

営業外収益  

受取利息及び配当金 221

持分法による投資利益 534

その他 138

営業外収益合計 894

営業外費用  

支払利息 294

その他 116

営業外費用合計 411

経常利益 17,756

特別利益  

固定資産売却益 26

投資有価証券売却益 26

関係会社株式売却益 62

特別利益合計 115

特別損失  

固定資産除却損 215

投資有価証券評価損 3,274

その他 116

特別損失合計 3,607

税金等調整前四半期純利益 14,264

法人税、住民税及び事業税 1,389

法人税等調整額 5,722

法人税等合計 7,112

少数株主利益 684

四半期純利益 6,468
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 38,410

減価償却費 6,117

のれん償却額 4,782

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56,844

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △37,946

営業貸付金の増減額（△は増加） 137,620

売上債権の増減額（△は増加） △10,326

債権流動化債務の増減額（△は減少） 11,000

その他 △2,449

小計 90,362

利息及び配当金の受取額 776

利息の支払額 △1,045

法人税等の支払額 △8,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,549

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） △5,767

有価証券の増減額（△は増加） △400

無形固定資産の取得による支出 △5,825

関係会社株式の取得による支出 △1,844

貸付けによる支出 △8,010

貸付金の回収による収入 7,265

その他 2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,214

財務活動によるキャッシュ・フロー  

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 1,000

短期借入れによる収入 102,654

短期借入金の返済による支出 △195,462

長期借入れによる収入 141,781

長期借入金の返済による支出 △152,530

社債の発行による収入 41,861

社債の償還による支出 △38,200

配当金の支払額 △5,072

その他 △266

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,043

現金及び現金同等物の期首残高 205,052

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 *2  364

現金及び現金同等物の四半期末残高 *1  170,372
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 
  

 
  
  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

（完全子会社同士の合併）  

 連結子会社である㈱Ｄｏフィナンシャルサービス

は、非連結子会社であるエス・ピー・エフ㈱を平成

20年12月１日をもって吸収合併しております。 

 なお、エス・ピー・エフ㈱については、平成20年

５月27日付けで住商ポケットファイナンス㈱より商

号を変更しております。 

 また、前期末においては持分法の適用範囲として

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、四半

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しております。株式の追加取得に

より完全子会社となった後も、同様であります。 
 
２ 会計処理の原則及び手続の変更 

(1) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四

半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。なお、従来の方法によった場

合と比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

(2) 買取債権回収高計上方法の変更 

その他の営業収益に含まれている買取債権回収高

について、一部の国内連結子会社は、従来、買取債

権の回収高に買取原価相当額を含めて計上しており

ましたが、第２四半期連結会計期間より、回収高に

買取原価相当額を含めて計上しない方法に変更して

おります。 

この変更は、当該事象の収益・費用に与える金額

的重要性が高まり、当社グループ内の会計処理を統

一する必要性が高くなったことを受けて行ったもの

であります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当

第３四半期連結累計期間の営業収益及び営業費用が

それぞれ3,104百万円減少しております。 

また、この変更は第２四半期連結会計期間におけ

る当社グループ内の事務処理システムの統合によっ

て可能になったものであることから、第１四半期連

結累計期間は従来の方法によっております。従っ

て、第１四半期連結累計期間は、変更後の方法によ

った場合に比べて営業収益、営業費用がそれぞれ

856百万円増加しております。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

  繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連

結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グを利用する方法により算定しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年12月31日)
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 39,257百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  43,865百万円 

  ２      ────────── ※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸

付金は9,943百万円であります。 

※３ 担保に供している資産及びその対応する債務 

① 担保に供している資産 

 

② 対応する債務 

 

上記のほか、営業貸付金239,107百万円につい

て、債権譲渡予約契約を締結しております。これに

対応する債務は、長期借入金234,426百万円(１年内

返済予定69,854百万円を含む。)であります。 

また、流動資産のその他のうち差入保証金3,135

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21百万円は営業保証の担保に供し

ております。 

種類 
第３四半期末帳簿価額

(百万円) 

営業貸付金 67,712

その他 6

計 67,718

 

科目 
第３四半期末残高

(百万円) 

1年内返済予定の長期借入金 25,470

長期借入金 38,554

計 64,024

 

※３ 担保に供している資産及びその対応する債務 

① 担保に供している資産 

 

② 対応する債務 

 

上記のほか、営業貸付金253,928百万円につい

て、債権譲渡予約契約を締結しております。これに

対応する債務は、長期借入金248,785百万円(１年内

返済予定61,154百万円を含む。)であります。  

また、投資有価証券のうち21百万円は、営業保証

の担保に供しております。 

種類
期末帳簿価額
(百万円) 

営業貸付金 83,505

その他 6

計 83,511

科目
期末残高
(百万円) 

1年内返済予定の長期借入金 30,212

長期借入金 50,654

計 80,866

 ４ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 478,904百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保

証先がありますが、これは保証先の未収利息不算

出のためであります。 

(2)     ────────── 

(3) 新株予約権付社債の繰上償還債務 2,100百万円

平成20年７月発行の当社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（発行総

額：42,000百万円）には、新株予約権付社債所持

人の選択により平成25年７月24日において社債額

面金額の105％である44,100百万円で繰上償還を請

求することが可能な繰上償還条項が付されてお

り、当該繰上償還条項に基づき発行総額の５％の

2,100百万円を繰上償還債務として認識しておりま

す。 

 

 ４ 偶発債務 

 

(1) 信用保証業務の保証債務 424,302百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保

証先がありますが、これは保証先の未収利息不算

出のためであります。 

(2) 借入金等に対する保証 

被保証者名
保証金額
(百万円) 

南京神州種子産業有限公司 71

計 71

上記保証債務は、外貨建であり、5,000千人民元
であります。 

(3)    ────────── 
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当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※５ 不良債権の状況 

 

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。 

区分 
金額

(百万円) 

破綻先債権 3,488

延滞債権 20,957

３カ月以上延滞債権 32,508

貸出条件緩和債権 108,720

計 165,674

 

※５ 不良債権の状況 

 

①    同左 

区分
金額 

(百万円) 

破綻先債権 1,729

延滞債権 14,063

３カ月以上延滞債権 31,138

貸出条件緩和債権 110,885

計 157,817

② 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として利息の支払を

猶予したもの以外の債権であります。 

②    同左 

 

③ ３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい

る貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しな

いものであります。 

③    同左 

 

④ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進

することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務

者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先

債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し

ないものであります。 

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、108,720百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが100,115百万円含まれておりま

す。 

 

なお、110,885百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが102,767百万円含まれておりま

す。 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

第３四半期連結累計期間 

 
  

第３四半期連結会計期間 

 
  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

※ その他の営業費用の主要な項目の内訳 
 

貸倒引当金繰入額 82,114百万円

債務保証損失引当金繰入額 10,868百万円

利息返還損失引当金繰入額 36,582百万円

従業員給料及び賞与 20,797百万円

賞与引当金繰入額 4,987百万円

支払手数料 25,127百万円

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日  
  至 平成20年12月31日)

※ その他の営業費用の主要な項目の内訳 
 

貸倒引当金繰入額 23,288百万円

債務保証損失引当金繰入額 3,896百万円

利息返還損失引当金繰入額 11,680百万円

従業員給料及び賞与 7,021百万円

賞与引当金繰入額 1,164百万円

支払手数料 8,408百万円

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
※２ 当連結会計年度において、㈱Ｄｏフィナンシャル

サービスと合併いたしましたエス・ピー・エフ㈱か

ら継承した資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

あります。 

 また、合併によって増加した資本金は1,000百万

円であります。 

 

現金及び預金勘定 156,429百万円

有価証券勘定 11,400百万円

短期貸付金勘定 23,462百万円

   計 191,292百万円

預入期間が３カ月を超える 

定期預金及び譲渡性預金 
△16,448百万円

現先運用以外の短期貸付金 △4,470百万円

現金及び現金同等物 170,372百万円

 

流動資産 4,327百万円 流動負債 3,410百万円

固定資産 87百万円 固定負債 1百万円

資産合計 4,414百万円 負債合計 3,412百万円
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(株主資本等関係) 

  

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

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 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

該当事項はありません。 

  

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 134,866,665

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,051,155

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 2,536 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月６日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 2,536 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月１日
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(有価証券関係) 

  

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日) 

時価のあるその他有価証券が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度

の末日に比べて著しい変動が見られます。 

 
(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。なお、当第３四半期連結累計期間において、その

他有価証券で上場株式について、3,278百万円減損処理を行っております。 

２ 減損処理にあたっては、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。 

  

  

区分 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 7,460 8,020 560

(2) 債券 

国債・地方債等 21 22 0

(3) その他 ─ ─ ─

計 7,482 8,043 560
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(企業結合等関係) 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

  

(共通支配下の取引等) 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 
(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下の取引 (連結子会社による非連結子会社の吸収合併) 

(3) 結合後企業の名称 

㈱Ｄｏフィナンシャルサービス 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

①合併の目的 

両社合併は自動車関連のファイナンス事業をグループ内で一元化し、ＩＴシステムやコールセン

ター等経営資源の共有化を進めることにより、事業運営の効率化を図ることを目的としておりま

す。取引の概要は㈱Ｄｏフィナンシャルサービスを存続会社とする吸収合併方式で、エス・ピー・

エフ㈱は平成20年12月１日をもって解散いたしました。なお、当社の完全子会社同士の合併であり

ますので、新株式の発行及び合併交付金の支払いは行っておりません。 

②合併の期日 

平成20年12月１日 

  

２ 実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、当社の完全子会社間で行われた取引であるため、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として

会計処理を行っております。 

  

①結合企業

㈱Ｄｏフィナンシャルサービス 総合ファイナンス会社で、オートローンやインターネットショ

ッピング専用の短期小口決済商品等、幅広く消費者向けファイ

ナンス事業を展開しています。

②被結合企業

エス・ピー・エフ㈱ オートローンを中心に自動車関連のファイナンス事業を展開し

ています。
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

  全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「金融事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
  
  
  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

  全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  
  
  
  

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

  海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第３四半期連結累計期間 

  

 
  
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

3,080.79円 2,991.03円

項目
当第３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 432,351 418,885

普通株式に係る純資産額(百万円) 390,692 379,316

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分 41,659 39,568

普通株式の発行済株式数(千株) 134,866 134,866

普通株式の自己株式数(千株) 8,051 8,048

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) 

126,815 126,817

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 149.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 139.45円

項目
当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 18,901

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 18,901

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,817

四半期純利益調整額(百万円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株) 

8,719

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

─
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第３四半期連結会計期間 

  

 
  
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日  
  至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 51.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 45.64円

項目
当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 6,468

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 6,468

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,816

四半期純利益調整額(百万円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株) 

14,893

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

─

─ 31 ─



第48期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月６日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。 

 
  

  

  

２ 【その他】

① 配当金の総額 2,536百万円

② １株当たりの金額 20円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年12月１日

─ 32 ─



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年２月10日

プロミス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプ

ロミス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

１. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、一部の国

内連結子会社は、第２四半期連結会計期間より買取債権回収高の計上方法を変更している。 

２. 注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、新株予約権付社債の繰上償還条項に

基づく繰上償還債務として、発行総額の５％である2,100百万円を偶発債務として記載している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

東陽監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  能  勢      元  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年２月12日 

【会社名】 プロミス株式会社 

【英訳名】 Promise Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 内 博 喜 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町１丁目２番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社代表取締役社長神内博喜は、当社の第48期第３四半期(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月

31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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