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 個別財務諸表等 

 (1) 貸借対照表 
前期 

(平成14年３月31日) 
当期 

(平成15年３月31日) 比較増減 
科目 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   67,389   50,876  △16,513 

 ２ 営業貸付金   1,324,663   1,375,693  51,029 

 ３ 短期貸付金   51,459   51,426  △33 

 ４ 前払費用   2,148   2,065  △83 

 ５ 未収収益   13,319   13,305  △14 

 ６ 関係会社事業貸付金   106,020   124,640  18,620 

 ７ 繰延税金資産   28,314   32,102  3,787 

 ８ その他   4,165   4,315  149 

   貸倒引当金   △68,000   △87,000  △19,000 

    流動資産合計   1,529,481 91.6  1,567,423 92.2 37,942 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

  (1) 建物  19,096   19,212    

    減価償却累計額  8,568 10,528  9,461 9,751  △777 

  (2) 構築物  4,424   4,451    

    減価償却累計額  1,874 2,549  2,147 2,304  △245 

  (3) 器具備品  35,983   33,464    

    減価償却累計額  24,955 11,028  25,286 8,178  △2,849 

  (4) 土地   6,198   6,198  ― 

    有形固定資産合計   30,304 1.8  26,433 1.6 △3,871 

２ 無形固定資産         

  (1) ソフトウェア   8,051   6,132  △1,919 

  (2) 電話加入権   987   987  △0 

  (3) その他   67   57  △10 

    無形固定資産合計   9,107 0.5  7,177 0.4 △1,929 

３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   19,946   16,824  △3,122 

  (2) 関係会社株式   56,477   56,727  250 

  (3) 出資金   1,861   1,037  △823 

  (4) 関係会社長期貸付金   3,610   3,510  △100 

  (5) 長期前払費用   548   847  298 

  (6) 差入保証金   12,392   12,200  △191 

  (7) 繰延税金資産   4,304   6,681  2,377 

  (8) その他   2,446   1,616  △829 

    投資その他の資産合計   101,587 6.1  99,445 5.8 △2,141 

    固定資産合計   140,999 8.4  133,056 7.8 △7,943 

    資産合計   1,670,481 100.0  1,700,480 100.0 29,999 
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前期 

(平成14年３月31日) 
当期 

(平成15年３月31日) 比較増減 
科目 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債         

 １ 短期借入金   1,300   1,000  △300 

 ２ １年内返済予定長期借入金  189,916   214,435  24,518 

 ３ １年内償還予定社債   30,000   30,000  ― 

 ４ 未払金   8,237   4,757  △3,480 

 ５ 未払費用   3,092   2,869  △222 

 ６ 未払法人税等   40,111   29,730  △10,381 

 ７ 預り金   2,442   3,012  569 

 ８ 前受収益   79   72  △6 

 ９ 賞与引当金   3,678   3,809  131 

 10 その他   177   221  44 

    流動負債合計   279,035 16.7  289,908 17.1 10,872 

Ⅱ 固定負債         

 １ 社債   280,000   290,000  10,000 

 ２ 長期借入金   541,402   504,477  △36,925 

 ３ 長期未払金   2,003   965  △1,037 

 ４ 退職給付引当金   13,536   16,955  3,419 

 ５ 役員退職慰労引当金   888   242  △646 

 ６ その他   726   667  △59 

    固定負債合計   838,556 50.2  813,307 47.8 △25,249 

    負債合計   1,117,592 66.9  1,103,216 64.9 △14,376 
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前期 

(平成14年３月31日) 
当期 

(平成15年３月31日) 比較増減 
科目 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   49,053 2.9  ― ―  

Ⅱ 資本準備金   80,955 4.9  ― ―  

Ⅲ 利益準備金   12,263 0.7  ― ―  

Ⅳ その他の剰余金         

 １ 任意積立金         

    別途積立金   350,800   ―   

 ２ 当期未処分利益   61,684   ―   

    その他の剰余金合計   412,484 24.7  ― ―  

Ⅴ その他有価証券評価差額金   1,061 0.1  ― ―  

Ⅵ 自己株式   △2,930 △0.2  ― ―  

    資本合計   552,888 33.1  ― ―  

         

Ⅰ 資本金   ― ―  49,053 2.9  

Ⅱ 資本剰余金         

   資本準備金   ―   80,955   

    資本剰余金合計   ― ―  80,955 4.7  

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 利益準備金   ―   12,263   

 ２ 任意積立金         

    別途積立金   ―   399,000   

 ３ 当期未処分利益   ―   62,181   

    利益剰余金合計   ― ―  473,444 27.8  

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ― ―  △396 △0.0  

Ⅴ 自己株式   ― ―  △5,793 △0.3  

    資本合計   ― ―  597,263 35.1  

    負債及び資本合計   1,670,481 100.0  1,700,480 100.0 29,999 
         
 



    ─    ─ 37

 (2) 損益計算書 
前期 

(自 平成13年４月１日 
 至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
 至 平成15年３月31日) 

比較増減 
科目 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

金額 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益         

 １ 営業貸付金利息   306,846   318,067  11,220 

 ２ その他の金融収益         

  (1) 預金利息  26   7    

  (2) 有価証券利息  0   ―    

  (3) 貸付金利息  1,620   2,358    

  (4) その他  4 1,652  0 2,365  713 

 ３ その他の営業収益   7,747   6,122  △1,624 

    営業収益合計   316,246 100.0  326,556 100.0 10,309 

Ⅱ 営業費用         

 １ 金融費用         

  (1) 支払利息  20,257   20,871    

  (2) その他  922 21,179  945 21,816  637 

 ２ その他の営業費用         

  (1) 広告宣伝費  21,593   15,720    

  (2) 貸倒引当金繰入額  67,726   86,815    

  (3) 貸倒損失  8,900   2,647    

  (4) 従業員給料及び賞与  22,637   23,223    

  (5) 賞与引当金繰入額  3,614   3,809    

  (6) 退職給付費用  3,648   5,226    

  (7) 役員退職慰労引当金 
    繰入額  103   43    

  (8) 福利厚生費  2,895   2,867    

  (9) 賃借料  11,220   11,731    

  (10) 減価償却費  7,296   7,285    

  (11) 支払手数料  14,059   15,582    

  (12) 通信費  5,117   4,399    

  (13) その他  22,089 190,902  19,967 199,320  8,417 

    営業費用合計   212,081 67.1  221,137 67.7 9,055 

    営業利益   104,164 32.9  105,419 32.3 1,254 

Ⅲ 営業外収益         

 １ 貸付金利息  113   171    

 ２ 受取配当金  141   457    

 ３ 保険金及び保険配当金  391   266    

 ４ 匿名組合出資利益  962   877    

 ５ 雑収入  200 1,810 0.6 274 2,047 0.6 237 

Ⅳ 営業外費用         

 １ 社債発行費  24   34    

 ２ 店舗等移転諸費用  161   100    

 ３ 店舗等解約費  ―   104    

 ４ 雑損失  453 639 0.2 185 424 0.1 △215 

    経常利益   105,335 33.3  107,042 32.8 1,707 
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前期 

(自 平成13年４月１日 
 至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
 至 平成15年３月31日) 

比較増減 
科目 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

金額 
(百万円) 

Ⅴ 特別利益         
 １ 固定資産売却益  2   0    

 ２ 投資有価証券売却益  2,726   1    

 ３ 会員権等売却益  ― 2,729 0.9 35 37 0.0 △2,691 

Ⅵ 特別損失         

 １ 固定資産除却損  512   332    

 ２ 固定資産売却損  76   200    

 ３ 投資有価証券売却損  881   ―    

 ４ 投資有価証券評価損  ―   506    

 ５ 会員権等評価損  162   22    

 ６ その他の特別損失  8 1,640 0.5 12 1,074 0.3 △565 

    税引前当期純利益  106,423 33.7  106,005 32.5 △417 

    法人税、住民税及び事業税 60,888   49,700    

    法人税等調整額  △15,714 45,173 14.3 △5,106 44,593 13.7 △579 

    当期純利益   61,250 19.4  61,411 18.8 161 

    前期繰越利益   6,652   7,049  397 

    中間配当額   6,218   6,280  62 

    当期未処分利益   61,684   62,181  496 
         

 (3) 利益処分計算書 
前期 

(平成14年６月25日)※ 
当期 

(平成15年６月25日)※ 比較増減 
科目 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

       
Ⅰ 当期未処分利益   61,684  62,181  496 

Ⅱ 利益処分額        

 １ 配当金  6,280  6,245  △35  

 ２ 役員賞与金  154  80  △73  

   (うち監査役賞与金)  (  16)  (  12)  (  △4)  

 ３ 任意積立金        

    別途積立金  48,200 54,634 49,700 56,026 1,500 1,391 

Ⅲ 次期繰越利益   7,049  6,154  △894 
        
(注) １ ※印の日付は、株主総会承認日(または予定日)であります。 

２ 前期は、平成13年12月３日に6,218百万円(１株につき50円00銭)の中間配当を実施しております。 
３ 当期は、平成14年12月２日に6,280百万円(１株につき50円00銭)の中間配当を実施しております。 

 (4) １株当たり配当金の内訳 

平成14年３月期 平成15年３月期 
 

年間 中間 期末 年間 中間 期末 

普通株式 100円00銭 50円00銭 50円00銭 100円00銭 50円00銭 50円00銭 

 (内訳)       

記念配当 10円00銭 5円00銭 5円00銭 ―――― ―――― ―――― 
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 (5) 財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前期 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及
び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
同左 

 (2) その他有価証券 
①時価のあるもの 
期末日の市場価格等に基づく時
価法 
(評価差額は全部資本直入法に
より処理し、売却原価は移動平
均法により算定) 

(2) その他有価証券 
①時価のあるもの 

同左 

 ②時価のないもの 
移動平均法による原価法 

②時価のないもの 
同左 

２ デリバティブ等の評価
基準及び評価方法 

デリバティブ 
時価法によっております。 

デリバティブ 
同左 

３ 固定資産の減価償却の
方法 

有形固定資産 
定率法によっております。 
ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く。)に
ついては、定額法によっております。 
なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３
年間で均等償却しております。 
また、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 
建物及び構築物 ３～50年 
器具備品 ２～20年 

 

有形固定資産 
同左 

 無形固定資産 
定額法によっております。 
ただし、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法によっており
ます。 
なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３
年間で均等償却しております。 

無形固定資産 
同左 

 長期前払費用 
均等償却しております。 

長期前払費用 
同左 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 
支出時に全額費用として処理してお

ります。 

社債発行費 
同左 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒

実績率により計上しております。 
なお、営業貸付金等の状況に応じ、

必要と見込まれる額まで追加計上する
ことにしております。 

貸倒引当金 
同左 

 賞与引当金 
期末に在籍する使用人に対して支給

する賞与に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。 

賞与引当金 
同左 
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項目 
前期 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
期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、数理計算上の差異については
発生期において一括費用処理しており
ます。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
期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期において
一括費用処理しております。 
また、執行役員については別途、内
規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。 

 役員退職慰労引当金 
役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。 

役員退職慰労引当金 
同左 

６ 収益及び費用の計上基
準 

営業貸付金利息 
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。 

営業貸付金利息 
同左 

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。 
また、特例処理の要件を満たす金利

キャップ・金利スワップについては、
特例処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 
金利キャップ及び金利スワップ
取引 

ヘッジ対象 
将来の市中金利上昇が調達コス
ト(支払利息)の上昇に繋がる変
動金利調達 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 ③ ヘッジ方針 
ヘッジ取引は、資金調達における金

利の急激な変動が収益に与える影響
を軽減化することを目的で行うこと
を基本方針としております。 

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対

象の指標金利との変動幅について相
関性を求めることにより、有効性を評
価しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 
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項目 
前期 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 ⑤ リスク管理体制 
市場リスクの管理について「財務規

程」の中で、財務活動上発生するリス
ク毎にリスク管理方法を定めた「リス
ク別管理要項」を設けております。 
なお、「リスク別管理要項」は環境

の変化に応じて適時見直しを行い、見
直しのつど取締役会に報告しており
ます。 

⑤ リスク管理体制 
同左 

９ その他財務諸表作成の
ための重要な事項 

(消費税等の会計処理) 
消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 
ただし、固定資産に係る控除対象外消

費税等は、投資その他の資産の「その他」
として貸借対照表に計上し、５年間で均
等償却を行っております。 

(消費税等の会計処理) 
同左 

 
 (6) 会計処理の変更 

前期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

―――――― (自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準) 
 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する
会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年２月21日 企
業会計基準第１号)を適用しております。 
 これによる当期の損益に与える影響は軽微でありま
す。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸
借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規
則により作成しております。 

 
―――――― 

 
(１株当たり当期純利益に関する会計基準等) 
 当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基
準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 
企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
 なお、これによる影響については、(１株当たり情報)
に記載しております。 
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 (7) 表示方法の変更 
前期 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(損益計算書) 
 従来、特別利益の「その他の特別利益」に含めて表示
しておりました「投資有価証券売却益」(前期51百万円)
は、特別利益総額の百分の十を超えたため、当期より区
分掲記することといたしました。 

(損益計算書) 
１ 従来、営業外費用の「雑損失」に含めて表示してお
りました「店舗等解約費」(前期55百万円)は、営業外
費用総額の百分の十を超えたため、当期より区分掲記
することといたしました。 

 ２ 従来、特別損失の「その他の特別損失」に含めて表
示しておりました「投資有価証券評価損」(前期8百万
円)は、特別損失総額の百分の十を超えたため、当期よ
り区分掲記することといたしました。 

 
 (8) 追加情報 

前期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(自己株式) 
 前期まで流動資産及び固定資産に掲記しておりました
「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により、当期か
ら資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示し
ております。 
 なお、前期は、流動資産の「その他」に0百万円、投資
その他の資産の「その他」に2,920百万円を含めて表示し
ております。 

―――――― 
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 (9) 注記事項 

(貸借対照表関係) 

前期 
(平成14年３月31日) 

当期 
(平成15年３月31日) 

１ 担保に供している資産及びその対応する債務 
 イ)担保に供している資産 

１ 担保に供している資産及びその対応する債務 
 イ)担保に供している資産 

種類 期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 195,005 
建物・土地 117 

計 195,122 
  

種類 期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 188,430 
計 188,430 

  

 ロ)対応する債務  ロ)対応する債務 

科目 期末残高 
(百万円) 

１年内返済予定長期借入金 58,932 

長期借入金 130,760 

固定負債その他 61 
(預り保証金)  

計 189,754 
  

科目 期末残高 
(百万円) 

１年内返済予定長期借入金 58,132 

長期借入金 125,009 

計 183,141 
  

  ① 上記のほか、営業貸付金368,505百万円につい
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1,300百万円、長期
借入金352,910百万円(１年内返済予定80,437百
万円を含む。)及び関係会社に対する保証債務
1,110百万円であります。 

 

  上記のほか、営業貸付金350,721百万円について、
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1,000百万円、長期借入金
334,615百万円(１年内返済予定101,782百万円を含
む。)及び関係会社に対する保証債務3,159百万円で
あります。 

 
  ②  建物・土地は、賃貸借契約の保証金返還債務に

対する担保に供しております。 
 

  
 

 
２ 営業貸付金のうち個人向無担保貸付金は、1,317,203
百万円であります。 

 
２ 営業貸付金のうち個人向無担保貸付金は、1,369,570
百万円であります。 

 
３ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 

営業貸付金のうち1,323,902百万円は、リボルビン
グ方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)で
あります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、
契約上規定された条件について違反がない限り、利用
限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約でありま
す。 
同契約に係る融資未実行残高は、350,501百万円
(有担保リボルビング契約325百万円を含む。)であり
ます。この融資未実行残高には、残高がない顧客(残
高がなく２年以上入出金のない顧客は除く。)も含め
ております。 
なお、同契約は、融資実行されずに終了するもの

もあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社
の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。 
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当

の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができる
旨の条項がつけられております。 
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。 

 
３ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 

営業貸付金のうち1,375,058百万円は、リボルビン
グ方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)で
あります。同契約は、一定の利用限度枠を決めてお
き、契約上規定された条件について違反がない限り、
利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約であ
ります。 
同契約に係る融資未実行残高は、363,429百万円

(有担保リボルビング契約282百万円を含む。)であり
ます。この融資未実行残高には、残高がない顧客(残
高がなく２年以上入出金のない顧客は除く。)も含め
ております。 
なお、同契約は、融資実行されずに終了するもの

もあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもの
ではありません。 
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当

の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた
融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができ
る旨の条項がつけられております。 
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。 
 
４ 関係会社事業貸付金は、金融事業を行う連結子会社
に対する貸付金であります。 

 
４ 同左 
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前期 

(平成14年３月31日) 
当期 

(平成15年３月31日) 
５ 会社が発行する株式      300,000,000株 

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた
場合には、会社が発行する株式について、これに相当
する株式数を減ずることとなっております。 

  発行済株式総数        125,966,665株 

５ 会社が発行する株式  普通株式 300,000,000株 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相当
する株式数を減ずることとなっております。 

  発行済株式総数    普通株式 125,966,665株 
 
６ 偶発債務 
   下記の関係会社及び従業員の借入金等に対し、次

のとおり保証を行っております。 

 
６ 偶発債務 
   下記の関係会社及び従業員の借入金等に対し、次
のとおり保証を行っております。 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 ジーシー㈱ 32,814 

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 13,493 

 良京實業股份有限公司 6,134 

 ㈱ネットフューチャー 5,000 

 東和商事㈱ 1,190 

 ㈱シンコウ 540 

 リッチ㈱ 480 

計 59,652 

従業員 6 

合計 59,658 
  

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 ジーシー㈱ 39,607 

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 11,634 

 良京實業股份有限公司 5,484 

 ㈱ネットフューチャー 2,500 

 ㈱ぷらっと 797 

計 60,023 

従業員 7 

合計 60,030 
  

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.及び良京實業股份有
限公司に対する保証債務のうち、外貨建のものは
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.790,000千香港ドル、良
京實業股份有限公司1,610,000千台湾ドルでありま
す。 

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.及び良京實業股份有
限公司に対する保証債務のうち、外貨建のものは
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.755,000千香港ドル、良
京實業股份有限公司1,585,000千台湾ドルでありま
す。 

 
７ 平成13年10月25日開催の取締役会決議により、平成
13年12月17日を株式交換日とするサンライフ株式会社
との株式交換に伴う新株の発行(発行株式数1,251,073
株)を実施いたしました。 

  なお、これによる資本金の増加はありません。 

 
７         ――――― 

 
８ 不良債権の状況 

 
８ 不良債権の状況 

区分 金額 
(百万円) 

破綻先債権 1,195 

延滞債権 151 

３カ月以上延滞債権 7,610 

貸出条件緩和債権 28,485 

計 37,441 
  

区分 金額 
(百万円) 

破綻先債権 2,579 

延滞債権 127 

３カ月以上延滞債権 10,583 

貸出条件緩和債権 37,006 

計 50,296 
  

  ① 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が
相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取り立て又は弁済の見込みがな
いものとして、未収利息を計上しなかった貸付金
(以下、「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産
債権、更生債権その他これらに準ずる債権であり
ます。 

 

  ① 同左 
 

  ② 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、
破綻先債権に該当しないもので、債務者の経営再
建又は支援を図ることを目的として利息の支払
を猶予したもの以外の債権であります。 

 

  ② 同左 
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前期 

(平成14年３月31日) 
当期 

(平成15年３月31日) 
  ③ ３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払

が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい
る貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しな
いものであります。 

 

  ③ 同左 
 

  ④ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進
することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務
者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先
債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し
ないものであります。 
なお、28,485百万円の内には、延滞日数が30日
以内のものが25,194百万円含まれております。 

 

  ④ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進
することなどを目的に、利息の支払猶予等、債務
者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先
債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し
ないものであります。 
なお、37,006百万円の内には、延滞日数が30
日以内のものが33,262百万円含まれております。

  
９ 担保受入金融資産 

短期貸付金には49,409百万円の現先取引が含まれ
ております。 
これにより、現先有価証券の売手から担保として

有価証券等を受入れております。 
なお、受入れた有価証券等の期末時価は、次のと

おりであります。 
有価証券 17,849百万円 
コマーシャルペーパー 17,089百万円 
譲渡性預金 12,001百万円 
信託受益権 2,400百万円 
計 49,340百万円  

 
９ 担保受入金融資産 

短期貸付金には45,076百万円の現先取引が含まれ
ております。 
これにより、現先有価証券の売手から担保として

有価証券等を受入れております。 
なお、受入れた有価証券等の期末時価は、次のと

おりであります。 
有価証券 14,027百万円
コマーシャルペーパー 27,999百万円
信託受益権 3,050百万円
計 45,076百万円

 

 
10 当社は、借入金の一部に関し貸出コミットメント契
約による借入を行っております。この契約による借入
未実行残高は、次のとおりであります。 

 (当座貸越契約) 
――――― 

 
10 当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)及び貸出
コミットメント契約による借入未実行残高は、次のと
おりであります。 

 (当座貸越契約) 
借入枠 350百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 350百万円

 
 (貸出コミットメント契約) 

借入枠 129,625百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 129,625百万円

 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 216,700百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 216,700百万円

  
11 配当制限 

金融資産の評価について時価評価を行ったため、
純資産が1,061百万円増加しております。 
なお、当該金額は、商法第290条第１項第６号に規

定する純資産額であります。 
上記は、配当に充当することが制限されておりま

す。 

 
11         ――――― 

 

 
12 自己株式の取得、処分等及び保有 
  ①前決算期における保有株式 
    普通株式       351,003株 
  ②取得株式 
   単元未満株式の買取りによる取得 
    普通株式         3,638株 
    取得価額の総額        30百万円 
  (注)単位未満株の買取りによる取得を含みます。 
   
 

③処分株式 
    普通株式        2,100株 
    処分価額の総額       20百万円 
  ④決算期における保有株式 
    普通株式       352,541株 

 
12 自己株式の取得、処分等及び保有 
  ①前決算期における保有株式 
    普通株式       352,541株 
  ②取得株式 
   商法第210条第1項の決議による取得 
    普通株式       700,000株 
    取得価額の総額     2,854百万円 

単元未満株式の買取りによる取得 
    普通株式        1,647株 
    取得価額の総額       7百万円 
  ③処分株式 
    普通株式          ―株 
    処分価額の総額       ―百万円 

④決算期における保有株式 
    普通株式      1,054,188株 
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(損益計算書関係) 

前期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 支払利息には、社債利息5,661百万円を含んでおりま
す。 

１ 支払利息には、社債利息5,912百万円を含んでおりま
す。 

 
２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物 0百万円
器具備品 1百万円
計 2百万円

 

 
２ 固定資産売却益は、器具備品の売却によるものであ
ります。 

 
３         ――――― 

 
３ 会員権等売却益は、ゴルフ会員権の売却によるもの
であります。 

 
４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 164百万円
構築物 6百万円
器具備品 341百万円
計 512百万円

 

 
４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 107百万円 
構築物 19百万円 
器具備品 205百万円 
計 332百万円 

 
 
５ 固定資産売却損は、器具備品の売却によるものであ
ります。 

 
５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 3百万円 
器具備品 196百万円 
電話加入権 0百万円 
計 200百万円 

 
 
６         ――――― 

 
６ 投資有価証券評価損は、投資有価証券の減損処理費
用であります。 

 
７ 会員権等評価損は、ゴルフ会員権の減損処理費用で
あります。 

 
７ 同左 

 
８ その他の特別損失は、投資有価証券の減損処理費用
であります。 

 
８ その他の特別損失は、会員権等売却損(ゴルフ会員
権)7百万円、担保不動産売却損3百万円、投資有価証券
の償還損2百万円であります。 

 
９ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの
は次のとおりであります。 
雑収入 186百万円
雑損失 98百万円

 

 
９ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの
は次のとおりであります。 
貸付金利息 144百万円
雑収入 117百万円
雑損失 84百万円

 
 
10 金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の
基準は次のとおりであります。 

 (1) 営業収益として表示した金融収益 
関係会社に係る貸付金利息(金融事業を行う連

結子会社分を除く)及び受取配当金、投資有価証
券受取配当金及び利息等を除くすべての金融収
益。 

 (2) 営業費用として表示した金融費用 
明らかに営業収益に対応しない支払利息等を

除くすべての金融費用。 

 
10 金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の
基準は次のとおりであります。 

 (1) 営業収益として表示した金融収益 
     同左 
 
 
 
 (2) 営業費用として表示した金融費用 
     同左 
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(リース取引関係) 

前期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両運搬具 701 377 324 

器具備品 4,196 1,760 2,436 

計 4,897 2,137 2,760 
  

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両運搬具 609 352 256 

器具備品 3,418 986 2,432 

計 4,028 1,339 2,688 
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 1,157百万円 
１年超 1,699百万円 
計 2,857百万円 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 991百万円
１年超 1,760百万円
計 2,752百万円

 
 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
支払リース料 1,045百万円 
減価償却費相当額 888百万円 
支払利息相当額 136百万円 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

支払リース料 1,508百万円 
減価償却費相当額 1,341百万円 
支払利息相当額 131百万円 

 
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては、利息法によっております。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 
同左 

 
２ オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 96百万円
１年超 32百万円
計 128百万円

 

 
２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 32百万円
１年超 ―百万円
計 32百万円

 
 

(有価証券関係) 

前期(平成14年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当期(平成15年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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(税効果会計関係) 

前期 
(平成14年３月31日) 

当期 
(平成15年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産(流動) 
 貸倒損失否認額 9,896百万円
 貸倒引当金繰入限度超過額 10,918百万円
 未払事業税否認額 3,497百万円
 その他 4,001百万円
繰延税金資産(流動)合計 28,314百万円
 
繰延税金資産(固定) 
 退職給付引当金繰入限度超過額 4,624百万円
 その他 450百万円
繰延税金資産(固定)合計 5,074百万円
繰延税金資産合計 33,389百万円
繰延税金負債(固定) 
 その他有価証券評価差額金 770百万円
繰延税金負債(固定)合計 770百万円
繰延税金資産(固定)の純額 4,304百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産(流動) 
 貸倒損失否認額 11,722百万円
 貸倒引当金繰入限度超過額 13,355百万円
 未収利息否認額 2,938百万円
 未払事業税否認額 2,663百万円
 その他 1,423百万円
繰延税金資産(流動)合計 32,102百万円
繰延税金資産(固定) 
 退職給付引当金繰入限度超過額 6,232百万円
 その他 448百万円
繰延税金資産(固定)合計 6,681百万円
繰延税金資産合計 38,783百万円
 
 
 
繰延税金資産(固定)の純額 6,681百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳 
 
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である
ため、注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳 
 
     同左 

 
３         ――――― 

 
３ 平成15年３月31日「地方税等の一部を改正する法律」
が公布され、平成16年４月１日以降の事業年度から法
人事業税に外形標準課税制度の導入が確定したことに
伴い、当期において改正後の税率に基づく法定実効税
率により繰延税金資産等の見直しを行っております。 

  なお、この変更により繰延税金資産(純額)の金額が
235百万円減少し、当期に費用処理した法人税等調整額
は同額増加しております。 
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(１株当たり情報) 

前期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,401.48円 
 

１株当たり純資産額 4,780.81円
 

１株当たり当期純利益 491.08円 
 

１株当たり当期純利益 488.87円
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 489.70円 

 
 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期
末において希薄化効果を有しないため記載しておりませ
ん。 

 当期から１株当たり情報の計算については、財務諸表
等規則の改正により、発行済株式総数から自己株式数を
控除して算出しております。 

 当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基
準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 
企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
 なお、当期において、従来と同様の方法によった場合
の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおりで
あります。 
 １株当たり純資産額 4,781.45円
 １株当たり当期純利益 489.51円
  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前期 

(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

当期 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(百万円) ― 61,411 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 利益処分による役員賞与金(百万円) 

 

― 

 

80 

普通株式に係る当期純利益(百万円) ― 61,331 

普通株式の期中平均株式数(千株) ― 125,454 

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 

― ① 自己株式取得方式によるス
トックオプション 

351,000株 
② 新株予約権方式によるスト

ックオプション 
718,500株 

なお、権利喪失により減少
した新株予約権の目的と
なる株式の数が9,150株あ
るため、平成15年３月31日
現在では709,350株ありま
す。 
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(10) 役員の異動 

１ 代表者の異動 

該当事項はありません。 

２ その他の役員の異動(平成15年４月１日付) 

(1)役名及び職名の異動 
氏   名 新  役  名・職  名 前  役  名・職  名 

小 杉  俊 二
取締役 
専務執行役員 専務取締役 

塚 本  秀 重
取締役 
専務執行役員 

専務取締役 
上席執行役員 

竹 内   功
取締役 
常務執行役員 

常務取締役 
上席執行役員 

渡 辺  光 哲
取締役 
常務執行役員 

常務取締役 
上席執行役員 

加 曽 利  勉
取締役 
常務執行役員 

常務取締役 
上席執行役員 

 
(2)委嘱業務の異動 

氏   名 新 委 嘱 業 務 前 委 嘱 業 務 

塚 本  秀 重 営業本部長 営業統括本部長 

竹 内   功 財務部、経理部、コンプライアン
ス統括部担当 

広報部、コンプライアンス統括部
担当 兼 財務・経理本部長 

渡 辺  光 哲 与信管理部、人事部、教育部担当 与信管理部担当 兼 人事・総務
本部長 

加 曽 利  勉 総合企画部、関連企業部担当 総合企画部担当 

(注) 取締役は、取締役会の構成員として等しく経営の意思決定を担う者であることから、「会長」及び「社長」

を除き、役付取締役を置かないことといたしました。 

また、執行役員は、その業務執行上の職責等を勘案して「最高」及び「専務」ならびに「常務」の役付執

行役員を置くこととし、上席執行役員を廃止いたしました。 

なお、現在の執行役員は、最高執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員６名、執行役員10名の合

計19名であります。(但し、取締役兼務６名を含む。) 

 


