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 個別財務諸表等 

 (1) 貸借対照表 

 前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 比較増減 

区分 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   44,618   58,204  13,586 

 ２ 営業貸付金   1,352,847   1,326,794  △26,052 

 ３ 短期貸付金   50,728   53,183  2,454 

 ４ 前払費用   2,621   1,618  △1,003 

 ５ 未収収益   13,025   12,445  △579 

 ６ 関係会社事業貸付金   108,840   96,300  △12,540 

 ７ 繰延税金資産   34,789   25,189  △9,599 

 ８ その他   3,212   4,412  1,200 

   貸倒引当金   △108,300   △97,400  10,900 

    流動資産合計   1,502,382 90.1  1,480,747 89.6 △21,634 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

  (1) 建物  21,419   21,824    

    減価償却累計額  9,929 11,490  10,744 11,079  △410 

  (2) 構築物  4,241   4,180    

    減価償却累計額  2,241 2,000  2,409 1,770  △229 

  (3) 器具備品  28,800   27,709    

    減価償却累計額  19,078 9,721  16,245 11,464  1,742 

  (4) 土地   45,354   44,219  △1,134 

  (5) 建設仮勘定   ―   179  179 

    有形固定資産合計   68,566 4.1  68,714 4.2 147 

２ 無形固定資産         

  (1) ソフトウェア   4,801   6,051  1,249 

  (2) 電話加入権   961   870  △91 

  (3) その他   73   41  △32 

    無形固定資産合計   5,837 0.3  6,963 0.4 1,126 

３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   24,763   11,649  △13,113 

  (2) 関係会社株式   49,417   69,200  19,783 

  (3) 出資金   737   0  △737 

  (4) 関係会社長期貸付金   1,810   ―  △1,810 

  (5) 長期前払費用   1,009   961  △48 

  (6) 差入保証金   9,237   9,331  94 

  (7) 繰延税金資産   2,853   3,821  967 

  (8) その他   1,519   1,707  187 

    投資その他の資産合計   91,347 5.5  96,672 5.8 5,324 

    固定資産合計   165,751 9.9  172,350 10.4 6,598 

    資産合計   1,668,134 100.0  1,653,098 100.0 △15,036 
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 前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17年３月31日) 比較増減 

区分 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 １年内返済予定長期借入金  189,555   185,710  △3,844 

 ２ １年内償還予定社債   50,000   50,000  ― 

 ３ 未払金   32,311   9,342  △22,968 

 ４ 未払費用   3,671   3,122  △549 

 ５ 未払法人税等   12,869   22,585  9,716 

 ６ 預り金   3,281   3,170  △110 

 ７ 前受収益   66   18  △48 

 ８ 賞与引当金   3,110   2,989  △121 

 ９ 債務保証損失引当金   70   193  123 

 10 その他   263   173  △89 

    流動負債合計   295,199 17.7  277,306 16.8 △17,892 

Ⅱ 固定負債         

 １ 社債   255,000   215,000  △40,000 

 ２ 長期借入金   477,077   371,329  △105,747 

 ３ 長期未払金   559   112  △447 

 ４ 退職給付引当金   12,688   13,681  992 

 ５ 役員退職慰労引当金   288   280  △8 

 ６ 補償損失引当金   2,700   860  △1,839 

 ７ その他   609   40  △569 

    固定負債合計   748,923 44.9  601,304 36.3 △147,618 

    負債合計   1,044,123 62.6  878,611 53.1 △165,511 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   49,053 2.9  80,737 4.9 31,684 

Ⅱ 資本剰余金         

 １ 資本準備金   80,955   112,639  31,684 

 ２ その他資本剰余金         

    自己株式処分差益   254   14,741  14,486 

    資本剰余金合計   81,210 4.9  127,381 7.7 46,170 

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 利益準備金   12,263   12,263  ― 

 ２ 任意積立金         

    別途積立金   448,700   485,700  37,000 

 ３ 当期未処分利益   49,427   67,758  18,330 

    利益剰余金合計   510,391 30.6  565,722 34.2 55,330 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   4,151 0.2  3,431 0.2 △719 

Ⅴ 自己株式   △20,795 △1.2  △2,786 △0.1 18,009 

    資本合計   624,010 37.4  774,486 46.9 150,475 

    負債及び資本合計   1,668,134 100.0  1,653,098 100.0 △15,036 
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 (2) 損益計算書 

 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分 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   314,681   305,470  △9,210 

 ２ その他の金融収益         

  (1) 預金利息  3   7    

  (2) 貸付金利息  2,002 2,005  1,870 1,877  △127 

 ３ その他の営業収益   5,481   5,693  212 

    営業収益合計   322,167 100.0  313,041 100.0 △9,126 

Ⅱ 営業費用         

 １ 金融費用         

  (1) 支払利息  18,886   16,307    

  (2) その他  1,250 20,136  1,123 17,431  △2,705 

 ２ その他の営業費用         

  (1) 広告宣伝費  13,441   14,227    

  (2) 貸倒引当金繰入額  108,017   77,689    

  (3) 貸倒損失  7,237   ―    
  (4) 債務保証損失引当金 

繰入額  70   244    

  (5) 従業員給料及び賞与  22,983   19,099    

  (6) 賞与引当金繰入額  3,110   2,989    

  (7) 退職給付費用  2,875   2,791    
  (8) 役員退職慰労引当金 
    繰入額  46   43    

  (9) 福利厚生費  3,238   2,590    

  (10) 賃借料  10,649   8,485    

  (11) 減価償却費  5,890   6,348    

  (12) 支払手数料  15,826   17,053    

  (13) 通信費  3,784   3,678    

  (14) その他  22,123 219,295  24,239 179,480  △39,815 

    営業費用合計   239,432 74.3  196,912 62.9 △42,520 

    営業利益   82,735 25.7  116,129 37.1 33,394 

Ⅲ 営業外収益         

 １ 貸付金利息  245   203    

 ２ 受取配当金  1,089   1,114    

 ３ 保険金及び保険配当金  237   319    

 ４ 匿名組合出資利益  405   447    

 ５ 雑収入  314 2,292 0.7 676 2,759 0.8 467 

Ⅳ 営業外費用         

 １ 新株発行費  ―   230    

 ２ 社債発行費  7   8    

 ３ 店舗等移転諸費用  321   227    

 ４ 店舗等解約費  71   81    

 ５ 雑損失  191 593 0.2 169 718 0.2 124 

    経常利益   84,434 26.2  118,171 37.7 33,736 
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前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分 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  ―   4    

 ２ 投資有価証券売却益  501   702    

 ３ 関係会社株式売却益  23,737   ―    

 ４ その他  ― 24,238 7.5 0 707 0.2 △23,531 

Ⅵ 特別損失         

 １ 固定資産除却損  1,763   1,184    

 ２ 固定資産売却損  13   150    

 ３ 減損損失  ―   1,015    

 ４ 投資有価証券売却損  51   ―    

 ５ 会員権評価損  47   37    

 ６ 関係会社株式評価損  189   1,560    

 ７ 補償損失引当金繰入額  2,700   ―    

 ８ 特別退職加算金  18,745   ―    

 ９ その他  38 23,549 7.3 36 3,984 1.2 △19,565 

    税引前当期純利益  85,123 26.4  114,895 36.7 29,771 

    法人税、住民税及び事業税 37,800   37,595    

    法人税等調整額  △1,994 35,805 11.1 9,125 46,720 14.9 10,915 

    当期純利益   49,318 15.3  68,174 21.8 18,855 

    前期繰越利益   6,154   6,304  149 

    中間配当額   6,045   6,720  674 

    当期未処分利益   49,427   67,758  18,330 
         

 (3) 利益処分計算書 

 前事業年度 
(平成16年６月23日)※ 

当事業年度 
(平成17年６月21日)※ 比較増減 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

       
（当期未処分利益の処分）       

Ⅰ 当期未処分利益  49,427  67,758  18,330 

Ⅱ 利益処分額       

 １ 配当金 6,049  7,398  1,348  

 ２ 役員賞与金 73  117  44  

   (うち監査役賞与金) (  13)  (  26)  (  12)  

 ３ 任意積立金       

    別途積立金 37,000 43,123 53,000 60,515 16,000 17,392 

Ⅲ 次期繰越利益  6,304  7,243  938 
       
（その他資本剰余金の処分）       

Ⅰ その他資本剰余金       

 １ 自己株式処分差益  254  14,741  14,486 
Ⅱ その他資本剰余金 
次期繰越額       

 １ 自己株式処分差益  254  14,741  14,486 
       
(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 前事業年度は、平成15年12月１日に6,045百万円(１株につき50円00銭)の中間配当を実施しております。 
３ 当事業年度は、平成16年12月１日に6,720百万円(１株につき50円00銭)の中間配当を実施しております。 
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 (4) 財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

 
新株発行費 
支出時に全額費用として処理してお
ります。 

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 
事業年度末に在籍する使用人に対し

て支給する賞与に充てるため、支給見
込額に基づき計上しております。 

賞与引当金 
同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 債務保証損失引当金 
債務保証に係る損失に備えるため、

当事業年度末における損失発生見込額
を計上しております。 

債務保証損失引当金 
同左 

 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。 
なお、過去勤務債務の額及び数理計
算上の差異については発生年度におい
て一括費用処理しております。 
また、執行役員については別途、内
規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。 
(追加情報) 
当事業年度末において、希望退職制
度の実施に伴い退職者が一時に発生し
たため、希望退職者に係る特別退職加
算金を特別損失に計上しております。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。 
なお、過去勤務債務の額及び数理計
算上の差異については発生年度におい
て一括費用処理しております。 
また、執行役員については別途、内
規に基づく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 

 補償損失引当金 
関係会社株式の売却に伴う瑕疵担保
責任の履行による損失に備えるため、
補償履行の可能性が高い瑕疵担保責任
につき、求償権の行使による回収可能
性を検討し、損失発生見込額を計上し
ております。 

補償損失引当金 
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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 ③ ヘッジ方針 
ヘッジ取引は、資金調達における

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

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ

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

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

 ⑤ リスク管理体制 
市場リスクの管理について「財務

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

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

⑤ リスク管理体制 
同左 

９ その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項 

(消費税等の会計処理) 
消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 
ただし、固定資産に係る控除対象外消

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

(消費税等の会計処理) 
同左 

 (5) 会計処理の変更 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書｣ (企業会計審議会 平成14年８月９日)) 及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６
号)を適用しております。 
 これにより税引前当期純利益が1,015百万円減少して
おります。 
 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表
等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており
ます。 
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 (6) 追加情報 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――――― ｢地方税法等の一部を改正する法律｣ (平成15年法律第
９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１
日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入
されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ
る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実
務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員
会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値
割及び資本割については、その他の営業費用に計上して
おります。 
この結果、その他の営業費用が877百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、877百万円
減少しております。 
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 (7) 注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17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 185,719 
計 185,719 

  

種類 期末帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 156,374 
計 156,374 

  
 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 49,493 

長期借入金 131,188 

計 180,681 
  

科目 期末残高(百万円) 

１年内返済予定長期借入金 51,830 

長期借入金 100,004 

計 151,834 
  

   上記のほか、営業貸付金310,602百万円につい
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297,315百万円(１年
内返済予定84,126百万円を含む。)及び関係会社に
対する保証債務2,845百万円であります。 

 

  上記のほか、営業貸付金280,967百万円につい
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269,590百万円(１年
内返済予定77,989百万円を含む。)及び関係会社に
対する保証債務1,996百万円であります。 

 
 
２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、
1,347,657百万円であります。 

 
２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、
1,322,701百万円であります。 

 
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1,352,344百万円は、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、351,936百万円

(有担保リボルビング契約252百万円を含む。)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1,326,430百万円は、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、347,442百万円

(有担保リボルビング契約226百万円を含む。)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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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17年３月31日) 
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 

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 134,866,665株 
 
６ 自己株式の保有数 
  普通株式              4,948,249株 

 
６ 自己株式の保有数 
  普通株式               352,305株 

 
７ 偶発債務 
 (1) 信用保証業務の保証債務      2,778百万円 

 (2) 瑕疵担保責任           29,858百万円 

瑕疵担保責任は、当社の子会社であったジーシー
㈱(現ジーシー(有))の当社保有全株式をゼネラル・
エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・フ
ァイナンス㈱(現ＧＥコンシューマー・ファイナンス
㈱)へ譲渡したことに伴うものであり、同社保有債権
のうち瑕疵担保責任の対象となっている債権残高の
総額であります。 

 (3) 関係会社及び従業員の借入金等に対する保証 

 
７ 偶発債務 
 (1) 信用保証業務の保証債務      4,818百万円 

 (2) 瑕疵担保責任           15,410百万円 

瑕疵担保責任は、当社の子会社であったジーシー
㈱(現ジーシー(有))の当社保有全株式をゼネラル・
エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・フ
ァイナンス㈱(現ＧＥコンシューマー・ファイナンス
㈱)へ譲渡したことに伴うものであり、同社保有債権
のうち瑕疵担保責任の対象となっている債権残高の
総額であります。 

 (3) 関係会社の借入金等に対する保証 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 パル債権回収㈱ 10,000 

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 9,959 

 良京實業股份有限公司 3,824 

 ㈱ネットフューチャー 500 

 ㈱ぷらっと 258 

計 24,541 

従業員 2 

合計 24,544 
  
 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.735,000千香港ドル、
良京實業股份有限公司1,195,000千台湾ドルであり
ます。 

被保証者名 保証金額 
(百万円) 

関係会社  

 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. 8,964 

 普羅米斯顧問股份有限公司 1,700 

 ㈱ぷらっと 114 

合計 10,778 
  
 保証債務のうち、外貨建のものはPROMISE(HONG 
KONG)CO.,LTD.に対する651,000千香港ドルでありま
す。 

 
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 1,135 

延滞債権 160 

３カ月以上延滞債権 11,132 

貸出条件緩和債権 47,254 

計 59,681 
  

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 931 

延滞債権 96 

３カ月以上延滞債権 9,561 

貸出条件緩和債権 56,896 

計 67,487 
  

  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 
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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17年３月31日) 
  ② 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のう

ち、破綻先債権に該当しないもので、債務者の
経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予したもの以外の債権であります。 

 

  ② 同左 
 

  ③ ３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支
払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延し
ている貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該
当しないものであります。 

 

  ③ 同左 
 

  ④ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促
進することなどを目的に、利息の支払猶予等、
債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、
破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権
に該当しないものであります。 
なお、47,254百万円のうちには、延滞日数が
30日以内のものが42,674百万円含まれておりま
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、56,896百万円のうちには、延滞日数が
30日以内のものが52,166百万円含まれておりま
す。 

 
 
９ 担保受入金融資産 

短期貸付金には48,964百万円の現先取引が含まれ
ております。 
これにより、現先有価証券の売手から担保として

有価証券を受入れております。 
なお、受入れた有価証券の期末時価は、次のとお

りであります。 

内容 時価(百万円) 

コマーシャルペーパー 32,994 

有価証券 12,996 

信託受益権 2,970 

計 48,961 
 

 
９ 担保受入金融資産 

短期貸付金には44,376百万円の現先取引が含まれ
ております。 
これにより、現先有価証券の売手から担保として

有価証券を受入れております。 
なお、受入れた有価証券の期末時価は、次のとお

りであります。 

内容 時価(百万円) 

コマーシャルペーパー 24,997 

有価証券 18,005 

信託受益権 1,380 

計 44,382 
 

 
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 50百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 50百万円 

 
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 50百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 50百万円 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 240,140百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 240,140百万円

 

 (貸出コミットメント契約) 
借入枠 236,890百万円
借入実行残高 ―百万円
差引 236,890百万円

 
 
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4,151百万円増加しております。 
なお、当該金額は、商法施行規則第124条第３号

に規定する純資産額であります。 

 
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3,431百万円増加しております。 
なお、当該金額は、商法施行規則第124条第３号

に規定する純資産額であります。 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 支払利息には、社債利息5,657百万円を含んでおり
ます。 

１ 支払利息には、社債利息5,124百万円を含んでおり
ます。 

 
２        ――――― 

 
２ 固定資産売却益は、社有社宅の売却等によるもので
あります。 

 
３ 関係会社株式売却益は、当社の子会社であったジー
シー㈱(現ジーシー(有))の売却に伴うものでありま
す。 

 
３         ――――― 

 
４        ――――― 

 
４ 特別利益の｢その他｣は、ゴルフ会員権の売却による
ものであります。 

 
５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 447百万円 
構築物 113百万円 
器具備品 1,202百万円 
計 1,763百万円 

 

 
５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 147百万円 
構築物 45百万円 
器具備品 870百万円 
ソフトウェア 120百万円 
計 1,184百万円 

  
６ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

土地 0百万円 
器具備品 13百万円 
計 13百万円 

 

 
６ 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 0百万円 
土地 32百万円 
電話加入権 113百万円 
計 150百万円 

  
７        ――――― 

 
７ 当事業年度において、当社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 
香川県 遊休資産 土地 
東京都 遊休資産 土地 
石川県 遊休資産 土地 
大阪府 遊休資産 土地 
広島県 遊休資産 土地 

(資産をグループ化した方法) 
 当社は、金融事業の用に供している資産について金
融事業全体で１つの資産グループとし、また、金融事
業の用に供していない遊休資産についてはそれぞれの
物件毎に１つの資産グループとしております。 
(減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の金
額) 
 遊休資産については、市場価格が帳簿価額より著し
く下落していることにより帳簿価額を回収可能価額ま
で減損し、当該減少額を減損損失(1,015百万円)とし
て特別損失に計上しております。 
(回収可能価額の算定方法) 
 回収可能価額は正味売却額により測定しており、不
動産鑑定士による鑑定評価額等に基づいて算定してお
ります。 

 
８ 会員権評価損は、ゴルフ会員権等の減損処理費用で
あります。 

 
８ 会員権評価損は、ゴルフ会員権の減損処理費用であ
ります。 

 
９ 関係会社株式評価損は、投資評価に伴う減損処理費
用であります。 

 
９ 関係会社株式評価損は、投資評価に伴う減損処理費
用であります。 
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前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

10 特別退職加算金は、希望退職制度実施による特別加
算部分であります。 

10        ――――― 

 
11 特別損失の｢その他｣は、投資有価証券の償還損であ
ります。 

 
11 特別損失の｢その他｣は、投資有価証券の減損処理費
用29百万円、災害罹災者に対する利息免除費用6百万
円であります。 

 
12 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 219百万円
借入金保証料 32百万円
雑収入 29百万円

 

 
12 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 184百万円
雑収入 87百万円

 

 
13 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。 

 
13 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) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 358 244 113 

器具備品 3,439 1,867 1,572 

計 3,798 2,112 1,686 
  

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 160 123 37 

器具備品 3,419 2,702 717 

計 3,580 2,825 754 
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 943百万円
１年超 797百万円
計 1,740百万円

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 668百万円
１年超 120百万円
計 789百万円

 
 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 1,008百万円 
減価償却費相当額 950百万円 
支払利息相当額 61百万円 

 

 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 933百万円 
減価償却費相当額 869百万円 
支払利息相当額 50百万円 

 
 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 97百万円
１年超 97百万円
計 195百万円

 

 
２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 97百万円
１年超 ―百万円
計 97百万円

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成16年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度(平成17年３月31日現在) 

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

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17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 14,967百万円
 貸倒引当金繰入限度超過額 13,497百万円
 未収利息否認額 3,470百万円
 未払事業税否認額 1,321百万円
 賞与引当金繰入額 1,265百万円
 その他 267百万円
繰延税金資産(流動)合計 34,789百万円
 
繰延税金資産(固定) 
 退職給付引当金繰入限度超過額 4,432百万円
 補償損失引当金繰入額 1,098百万円
 その他 170百万円
繰延税金資産(固定)合計 5,701百万円
繰延税金資産合計 40,490百万円
 
繰延税金負債(固定) 
 その他有価証券評価差額金 2,847百万円
繰延税金負債(固定)合計 2,847百万円
繰延税金資産(固定)の純額 2,853百万円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産 
 貸倒損失否認額 15,128百万円
 貸倒引当金繰入限度超過額 2,682百万円
 未収利息否認額 3,781百万円
 賞与引当金否認額 1,216百万円
 退職給付引当金否認額 5,360百万円
 補償損失引当金繰入額 564百万円
 未払事業税否認額 1,781百万円
 その他 850百万円
繰延税金資産合計 31,365百万円
 
繰延税金負債 
 その他有価証券評価差額金 2,354百万円
繰延税金負債合計 2,354百万円
繰延税金資産の純額 29,010百万円

(注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、
貸借対照表の以下の項目に含まれております。 
流動資産―繰延税金資産 25,189百万円
固定資産―繰延税金資産 3,821百万円

 

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 
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 5,155.72円 
 

１株当たり純資産額 5,756.77円
 

１株当たり当期純利益 406.05円 
 

１株当たり当期純利益 521.02円
 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希
薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 520.86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 
前事業年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(百万円) 49,318 68,174 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 49,245 68,056 

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) 73 117 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 73 117 

普通株式の期中平均株式数(千株) 121,278 130,622 

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

― ― 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳   

新株予約権(千株) ― 38 

普通株式増加数(千株) ― 38 

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 
611,750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141,750株あるため、平成
16年３月31日現在では470,000株
であります。 

① 自己株式取得方式によるス
トックオプション 

351,000株 
なお、権利喪失により減少し
たストックオプションの目的と
なる株式の数が129,000株あるた
め、平成17年３月31日現在では
222,000株であります。 
 
② 新株予約権方式によるスト

ックオプション 
―――― 

 (8) 役員の異動 
役員の異動につきましては、記載が可能になり次第開示いたします。 
なお、異動がある場合の開示時期は、５月13日を予定しております。 


