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 個別中間財務諸表等 

 (1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   
 

  

Ⅰ 流動資産   
 

  

１ 現金及び預金  47,722 52,170  46,243 

２ 営業貸付金 
※2,3, 
 4,6 

1,316,242 1,273,379  1,295,316 

３ 短期貸付金 ※7 114,931 116,925  98,132 

４ その他  37,435 81,773  64,455 

貸倒引当金 ※9 △98,700 △171,500  △101,500 

 流動資産合計   1,417,631 89.2 1,352,749 88.0  1,402,648 87.8

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1 67,401 64,749  66,613 

２ 無形固定資産  8,282 8,623  8,806 

３ 投資その他の資産 ※2 96,532 111,265  120,280 

 固定資産合計   172,216 10.8 184,638 12.0  195,700 12.2

 資産合計   1,589,848 100.0 1,537,388 100.0  1,598,348 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 短期借入金  2,494 7,825  5,432 

２ １年内返済予定長期 
  借入金 

※2 160,558 141,816  138,465 

３ コマーシャルペー 
パー 

 ― 20,000  20,000 

４ １年内償還予定社債  85,000 40,000  55,000 

５ 未払法人税等  15,213 6,670  24,575 

６ 賞与引当金  2,888 3,124  2,935 

７ 債務保証損失引当金  867 12,571  7,417 

８ 関係会社債務保証 
損失引当金 

 1,300 ―  ― 

９ 関係会社支援損失 
引当金 

 ― 5,051  5,051 

10 利息返還損失引当金  ― 30,600  21,200 

11 その他  12,148 10,822  11,329 

   流動負債合計   280,469 17.6 278,481 18.1  291,405 18.2

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  180,000 150,000  180,000 

２ 長期借入金 ※2 352,318 419,199  364,664 

３ 退職給付引当金  13,589 630  1,292 

４ 役員退職慰労引当金  286 312  312 

５ 補償損失引当金  860 ―  2,000 

６ 利息返還損失引当金  ― 91,200  ― 

７ その他  41 1,628  4,011 

   固定負債合計   547,096 34.4 662,970 43.1  552,280 34.6

   負債合計   827,566 52.0 941,451 61.2  843,685 52.8
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   80,737 5.1 ― ―  80,737 5.0

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  112,639 ―  112,639 

２ その他資本剰余金  14,697 ―  14,697 

   資本剰余金合計   127,337 8.0 ― ―  127,337 8.0

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  12,263 ―  12,263 

２ 任意積立金  538,700 ―  538,700 

３ 中間(当期)未処分 
利益 

 35,824 ―  41,434 

   利益剰余金合計   586,787 36.9 ― ―  592,397 37.1

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  4,371 0.3 ― ―  11,609 0.7

Ⅴ 自己株式   △36,952 △2.3 ― ―  △57,418 △3.6

   資本合計   762,282 48.0 ― ―  754,662 47.2

   負債資本合計   1,589,848 100.0 ― ―  1,598,348 100.0

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   80,737 5.3  

２ 資本剰余金        

 (1)  資本準備金   112,639   

 (2) その他資本剰余金   14,697   

    資本剰余金合計   127,337 8.3  

３ 利益剰余金     

 (1)  利益準備金   12,263   

 (2)  その他利益剰余金     

    別途積立金   566,700   

    繰越利益剰余金   △137,032   

    利益剰余金合計   441,930 28.7  

 ４ 自己株式   △57,422 △3.7  

    株主資本合計   592,583 38.6  

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価 
   差額金 
 
 ２ 繰延ヘッジ損益 
 

  
3,382

△28
  

    評価・換算差額等 
    合計 

  3,353 0.2  

    純資産合計   595,936 38.8  

    負債純資産合計   1,537,388 100.0  
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 (2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 百分比
(％)

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比
(％)

Ⅰ 営業収益     

 １ 営業貸付金利息   149,947 143,121   296,730

 ２ その他の営業収益   4,279 12,204   11,229

   営業収益合計   154,227 100.0 155,325 100.0  307,960 100.0

Ⅱ 営業費用     

 １ 金融費用 ※1  7,600 6,837   14,558

 ２ その他の営業費用 ※2  97,959 136,277   227,192

   営業費用合計   105,560 68.4 143,114 92.1  241,750 78.5

   営業利益   48,667 31.6 12,211 7.9  66,210 21.5

Ⅲ 営業外収益 ※3  853 0.5 530 0.3  1,877 0.6

Ⅳ 営業外費用 ※4  164 0.1 169 0.1  369 0.1

   経常利益   49,356 32.0 12,572 8.1  67,718 22.0

Ⅴ 特別利益 ※5  586 0.4 335 0.2  8,354 2.7

Ⅵ 特別損失 ※6,7  1,853 1.2 156,236 100.6  7,183 2.3

   税引前中間(当期)純 
利益又は税引前中間 
純損失(△) 

  48,089 31.2 △143,328 △92.3  68,889 22.4

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 15,451 6,995  41,562 

   法人税等調整額  4,056 19,508 12.7 △6,582 412 0.2 △13,667 27,895 9.1

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△) 

  28,580 18.5 △143,741 △92.5  40,994 13.3

   前期繰越利益   7,243   7,243

   中間配当額   ―   6,803

   中間(当期)未処分 
   利益 

  35,824   41,434
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(3) 中間株主資本等変動計算書                                       

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（単位:百万円） 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年３月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △6,657 △6,657

 役員賞与（注）  △67 △67

 別途積立金の積立（注）  28,000 △28,000 ―

 中間純損失  △143,741 △143,741

自己株式の取得   △3 △3

 自己株式の処分  △0  0 0

中間会計期間中の 
変動額合計 ― ― △0 ― 28,000 △178,466 △3 △150,470

平成18年９月30日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △137,032 △57,422 592,583

 

評価・換算差額等  

その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 11,609 ― 11,609 754,662

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）  △6,657

 役員賞与（注）  △67

 別途積立金の積立（注）  ―

 中間純損失  △143,741

自己株式の取得  △3

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
(純額) 

△8,227 △28 △8,255 △8,255

中間会計期間中の 
変動額合計 △8,227 △28 △8,255 △158,725

平成18年９月30日残高 3,382 △28 3,353 595,936

（注）平成18年６月20日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 (4) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法によっております。

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法によっておりま

す。 

なお、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

算定しております。

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時価

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。 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

期末日の市場価格

等に基づく時価法に

よっております。 

なお、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

算定しております。

 ②時価のないもの 

移動平均法による

原価法によっており

ます。 

②時価のないもの 

同左 

 

②時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

時価法によってお

ります。 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

   

(1) 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
 

同左 同左 

(2) 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。

同左 同左 

(3) 長期前払費用 均等償却しております。 同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準    

(1) 貸倒引当金 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 賞与引当金 

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。 
 
当中間会計期間末に在籍

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。 
 

同左 
 
 
 
 
 
 
 

同左 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
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) 役員賞与引当金 ――――― 役員に対して支給する賞
与に充てるため、支給見込
額のうち、当中間会計期間
に対応する見積額を計上す
ることとしております。 

――――― 

  (会計方針の変更) 

当中間会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用してお

ります。 

なお、当中間会計期間に
おいては、支給額を合理的
に見積もることが困難であ
るため、計上しておりませ
ん。 

 

 
(4) 債務保証損失引

当金 

 
債務保証に係る損失に備

えるため、当中間会計期間
末における損失発生見込額
を計上しております。 

 
同左 

 
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。 
 

 
(5) 関係会社債務保

証損失引当金 

 
関係会社の借入金に対す

る債務保証契約に基づく損
失に備えるため、当中間会
計期間末における損失発生
見込額を計上しておりま
す。 

 

 
――――― 

 
 
 
 
 
 

 
――――― 

 
 
 
 
 
 

(6) 関係会社支援損
失引当金 

――――― 関係会社の支援に伴う損
失に備えるため、関係会社
の財政状況を勘案し、当社
が負担することとなる損失
見込額を計上しておりま
す。 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(7) 利息返還損失引
当金 

――――― 債務者等から利息制限法
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、かつ最近の返還状況を
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。 
 
(追加情報) 
日本公認会計士協会より

「消費者金融会社等の利息
返還請求による損失に係る
引当金の計上に関する監査
上の取扱い」（日本公認会
計士協会 平成18年10月13
日 業種別委員会報告37
号）が公表されたことを踏
まえ、当中間会計期間より
利息返還損失引当金の見積
方法を変更しております。
この変更に伴い、当中間

会計期間の期首時点におけ
る変更後の見積方法による
引当金計上額と、前事業年
度の見積方法による引当金
計上額との差額につきまし
ては、特別損失（利息返還
損失引当金繰入額）として
156,050百万円を計上して
おります。 
また、利息返還損失引当

金の計上対象となる返還額
のうち、営業貸付金に充当
される見積返還部分である
69,800百万円については、
貸倒引当金に含めて計上し
ております。 

債務者等から利息制限法
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、かつ最近の返還状況を
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。 
 
(追加情報) 
「「貸金業の規制等に関

する法律」のみなし弁済規
定の適用に係る最高裁判決
を踏まえた消費者金融会社
等における監査上の留意事
項について」(リサーチ・
センター審理情報NO.24)が
平成18年３月15日に日本公
認会計士協会より公表さ
れ、その重要性が増したこ
とから、当事業年度より利
息返還損失引当金を流動負
債として計上しておりま
す。 
これに伴い、当事業年度

の利息返還損失引当金繰入
額21,200百万円は営業費用
に計上しております。この
結果、従来と同一の方法を
採用した場合と比べ、営業
利益、経常利益及び税引前
当期純利益は21,200百万円
減少しております。 
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項目 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(8) 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、当
中間会計期間末において発
生していると認められる額
を計上しております。 
なお、執行役員について

は別途、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計
上しております。 
 
 

 
(追加情報) 
当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年
金基金の代行部分につい
て、平成17年４月22日に厚
生労働大臣から将来分支給
義務免除の認可を受けまし
た。当中間会計期間末日現
在において測定された返還
相当額(最低責任準備金)は
6,955百万円であり、当該
返還相当額(最低責任準備
金)の支払が当中間会計期
間末日に行われたと仮定し
て「退職給付会計に関する
実務指針(中間報告)」(日
本公認会計士協会会計制度
委員会報告第13号)第44－
２項を適用した場合に生じ
る見込益は7,838百万円で
あります。 

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、当
中間会計期間末において発
生していると認められる額
を計上しております。 
なお、執行役員について

は別途、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計
上しております。 
 
 
 
 

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、内規に基づく当事
業年度末要支給額を計上し
ております。 
 

(追加情報) 
当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年
金基金の代行部分につい
て、平成17年４月22日に厚
生労働大臣から将来分支給
義務免除の認可を受け、平
成18年３月31日に過去分返
上の認可を受けました。当
事業年度における損益に与
えている影響額は、特別利
益として7,765百万円計上
しております。 
 

(9) 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
当中間会計期間末要支給額
を計上しております。 

同左 役員退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく
当事業年度末要支給額を計
上しております。 

(10) 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。 

――――― 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。 

４ 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 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 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取引及
び金利スワップ取引につい
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 

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 

金利キャップ取引及
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 

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 

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 

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 

⑤ リスク管理体制 
同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

   

(1) 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。 

同左 同左 

(2) 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」とし

て中間貸借対照表に計上

し、５年間で均等償却を行

っております。 

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺の上、

残額を流動負債の「その

他」に含めて計上しており

ます。 

同左 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」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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 (5) 会計方針の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は595,965百万円であ

ります。 

また、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表関係) 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の)を投資有価証券として表示する方法に変更いたしま

した。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該

出資の額は、334百万円であります。 

――――― 
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 (7) 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

31,291百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

34,235百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

33,129百万円

※２ 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 

※２ 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 

※２ 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 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 146,593 

計 146,593 
  

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

営業貸付金 128,445

計 128,445
  

種類 期末帳簿価額
(百万円) 

営業貸付金 131,788

計 131,788
  

  ロ)対応する債務   ロ)対応する債務   ロ)対応する債務 

科目 
中間期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 

39,332 

長期借入金 102,854 

計 142,186 
  

科目 
中間期末残高
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金

32,970

長期借入金 91,691

計 124,661
  

科目 
期末残高 
(百万円) 

１年内返済予
定長期借入金 

35,841

長期借入金 92,163

計 128,004
  

  上記のほか、営業貸付金

263,313百万円について、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252,924百万円(１年内返

済予定76,032百万円を含む。)

及び関係会社に対する保証債務

1,896百万円であります。 

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。 

  上記のほか、営業貸付金

316,702百万円について、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308,592百万円(１年内返

済予定72,637百万円を含む。)

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。 

  上記のほか、営業貸付金

277,149百万円について、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268,401百万円(１年内返

済予定64,123百万円を含む。)

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。 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,312,510百

百万円であります。 
 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,270,317百

万円であります。 
 

※３ 営業貸付金のうち個人向無担

保営業貸付金は、1,291,953百

万円であります。 
 

※４ 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1,315,928

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、346,249百万円(有担保リボ

ルビング契約194百万円を含

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。 
 

※４ 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1,273,129

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、325,240百万円(有担保リボ

ルビング契約189百万円を含

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。 
 

※４ 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1,295,032

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、340,119百万円(有担保リボ

ルビング契約190百万円を含

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。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

   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。 

   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。 

   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。 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 

49,182百万円 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 

233,647百万円

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 

164,512百万円

 (2) 瑕疵担保責任 

2,579百万円 

   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。 

(2)       ――――― 

 

(2) 瑕疵担保責任 

2,104百万円

   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  

 PROMISE(HONG 

 KONG)CO.,LTD. 
8,243 

 普羅米斯顧問 

 股份有限公司 
2,600 

 ㈱クオークローン 47 

合計 10,890 

 保証債務のうち、外貨建のもの

は PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. に

対する565,000千香港ドルでありま

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 

 PROMISE(HONG 

 KONG)CO.,LTD. 
6,157

 PROMISE(THAI 

 LAND)CO.,LTD. 
157

南京神州種子 

 産業有限公司 
74

合計 6,389

 保証債務は、すべて外貨建であ

り 、 PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.

に対する 407,000 千香港ドル、

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.に対す

る50,000千タイバーツ及び南京神

州種子産業有限公司に対する5,000

千人民元であります。 

(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 

 PROMISE(HONG 

 KONG)CO.,LTD. 
7,716

 普羅米斯顧問 

 股份有限公司 
2,600

 南京神州種子 

 産業有限公司 
73

 ㈱クオークローン 10

合計 10,399

保証債務のうち、外貨建のもの

は PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD. に

対する510,000千香港ドル及び南京

神州種子産業有限公司に対する

5,000千人民元であります。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 ※６ 不良債権の状況 

区分 
金額 

(百万円) 

破綻先債権 922 

延滞債権 105 

３カ月以上延滞債権 12,710 

貸出条件緩和債権 57,469 

計 71,207 
  

区分 
金額 

(百万円)

破綻先債権 667

延滞債権 89

３カ月以上延滞債権 17,958

貸出条件緩和債権 63,295

計 82,009
  

区分 
金額 

(百万円)

破綻先債権 695

延滞債権 90

３カ月以上延滞債権 10,964

貸出条件緩和債権 60,745

計 72,496
  

 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  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 
 

 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  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、57,469百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が53,241百万円含まれておりま

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、63,295百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が58,707百万円含まれておりま

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、60,745百万円のうちに

は、延滞日数が30日以内のもの

が56,075百万円含まれておりま

す。 

※７ 担保受入金融資産 
   短期貸付金には15,998百万円

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中
間期末時価は、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 15,998 

計 15,998 
  

※７ 担保受入金融資産 
   短期貸付金には28,992百万円

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中
間期末時価は、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 25,794

政府短期証券 3,197

計 28,992
  

※７ 担保受入金融資産 
   短期貸付金には9,999百万円

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 9,999

計 9,999
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

 ８ 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 7,050百万円

借入実行残高 2,494百万円

差引 4,556百万円
 

 ８ 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 14,050百万円

借入実行残高 7,825百万円

差引 6,225百万円
 

 ８ 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 7,050百万円

借入実行残高 5,432百万円

差引 1,618百万円
 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 236,720百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 236,720百万円
 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 164,450百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 164,450百万円
 

  (貸出コミットメント契約) 

借入枠 168,235百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 168,235百万円
 

※９    ――――― 
 

※９ 貸倒引当金には利息返還金の
うち、営業貸付金に充当される
見積返還額69,800百万円が含ま
れております。 

※９    ――――― 
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 (中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 金融費用の主要項目 
支払利息 4,249百万円

社債利息 2,435百万円

社債発行費 58百万円
 

※１ 金融費用の主要項目 
支払利息 3,985百万円

社債利息 2,022百万円

ＣＰ利息 69百万円
 

※１ 金融費用の主要項目 
支払利息 8,074百万円

社債利息 4,641百万円

社債発行費 113百万円
 

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,537百万円

無形固定資産 1,048百万円
 

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,168百万円

無形固定資産 1,388百万円
 

※２ 減価償却実施額 
有形固定資産 5,374百万円

無形固定資産 2,252百万円
 

※３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 80百万円

受取配当金 146百万円
匿名組合 
出資利益 

242百万円

厚生年金基金
掛金戻入益 

150百万円
 

※３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 98百万円

受取配当金 89百万円
受取経営指導
料 

58百万円

保険金及び 
保険配当金 

16百万円
 

※３ 営業外収益の主要項目 
貸付金利息 166百万円

受取配当金 216百万円
匿名組合 
出資利益 

242百万円

厚生年金基金
掛金戻入益 

150百万円

保険金及び 
保険配当金 

540百万円
 

※４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 

106百万円

店舗等解約費 25百万円
 

※４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 

63百万円

店舗等解約費 28百万円
 

※４ 営業外費用の主要項目 
店舗等移転 
諸費用 

222百万円

店舗等解約費 34百万円
 

※５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

583百万円
 

※５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券
売却益 

106百万円

補償損失引当
金戻入益 

220百万円
 

※５ 特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

583百万円

厚生年金基金
代行部分返上
益 

7,765百万円

 
※６ 特別損失の主要項目 

関係会社債務
保証損失引当
金繰入額 

1,300百万円

関係会社株式
評価損 

303百万円

減損損失 61百万円
 

※６ 特別損失の主要項目 
利息返還損失
引当金繰入額

156,050百万円

固定資産除却
損 

98百万円
 

※６ 特別損失の主要項目 
関係会社株式
評価損 

303百万円

減損損失 111百万円
補償損失引当
金繰入額 

1,139百万円

関係会社支援
損失引当金繰
入額 

5,051百万円

固定資産除却
損 

381百万円
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※７ 当中間会計期間において、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。 

※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。 

  
用途 種類 場所 

遊休資産 土地 東京都 
 

 
用途 種類 場所 

遊休 
資産 

土地及び 
電話加入権 

東京都

 
(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。 

 (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

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(61百万円)とし

て特別損失に計上しておりま

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

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(111百万円)と

して特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、土地61百万

円、電話加入権49百万円であり

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、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。 

 (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、土地につ

いては不動産鑑定士による鑑定

評価額等に基づき、電話加入権

については市場価格に基づき算

定しております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

 (単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 8,047,638 562 31 8,048,169

（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        562株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増し請求者への売却による減少  31株 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30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。 

当中間会計期間末(平成18年９月30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。 

前事業年度末(平成18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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 (１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
１株当たり純資産額 5,882.07円
 

 
１株当たり純資産額 4,699.13円
 

 
１株当たり純資産額 5,950.17円
  

１株当たり中間純利益 215.75円
 

 
１株当たり中間純損失 1,133.44円
 

 
１株当たり当期純利益 313.42円
  

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益については、希薄化効果を有す
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株当たり中間純

利益については、希薄化効果を有す
る潜在株式が存在しないため,また,
１株当たり中間純損失が計上されて
いる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

利益については、希薄化効果を有す
る潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 

(注) １株当たり中間(当期)純利益、１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(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 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純利
益又は中間純損失(△) (百万円) 

28,580 △143,741 40,994

普通株式に係る中間(当期)純利益又
は中間純損失(△) (百万円) 

28,580 △143,741 40,927

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) 

― ― 67

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 67

普通株式の期中平均株式数(千株) 132,469 126,818 130,581

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた中間
(当期)純利益調整額の主要な内訳
(百万円) 

―

 
 

― ―

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間(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) ― ― ―

普通株式増加数(千株) ― ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要 

 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136,200株あ
るため、平成17年９月
30日現在では214,800株
であります。 

 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160,800株あ
るため、平成18年９月
30日現在では190,200株
であります。 

 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136,200株あ
るため、平成18年３月
31日現在では214,800株
であります。 

 




