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１ 経営成績 
 (1)経営成績に関する分析 

当期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の拡大により、雇用・所得環境改善が見られる

など、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、業種・業態間や地域間の経済

格差の拡大や、金利の上昇等の懸念材料も依然として残っております。 

消費者金融業界におきましては、法的債務整理や利息返還請求が急増する中、平成18年12月に、

出資法上の貸付上限金利の大幅な引き下げや、融資金額の総量規制の導入等を盛り込んだ「貸金業

の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立するなど、業界を取り巻く経営環境は、一

段と厳しい状況となっております。 

 

このような状況の中、プロミスグループでは、株式会社三井住友フィナンシャルグループ並びに

そのグループ企業（以下、「ＳＭＦＧグループ」という）との提携効果の早期創出と、既存事業の

拡充に努める一方、新たなビジネスモデルの開発に取り組んでおります。 

 

当期の事業別の状況を示しますと次のようになります。 

 

  ①金融事業 

金融事業につきましては、ＳＭＦＧグループとの提携事業をはじめとする信用保証残高の順調な

積み上げにより保証事業収入が増加いたしましたものの、法改正に関連した報道等による消費者金

融業界全般へのイメージの悪化や、利息返還請求の増加に伴う貸倒償却の増加等により、営業貸付

金残高が大幅に減少したことから、利息収入が減少いたしました結果、当期の「金融事業収益」は、

360,265百万円（前期比3.2％減）となりました。 

当期に取り組んだ主な施策は、次のとおりであります。 

 

  （戦略的提携事業の推進） 

プロミスグループでは、これまで培ってきたノウハウと提携先企業の持つ強みを融合することで、

顧客層の拡大と利便性の向上に取り組んでおります。 

ＳＭＦＧグループとの提携事業の柱であるカスケード事業（株式会社三井住友銀行、アットロー

ン株式会社及びプロミス株式会社の３社共同による消費者ローン事業）につきましては、これまで

順調に事業規模を拡大して参りましたものの、現在の消費者金融市場に対する社会情勢の変化を踏

まえた戦略の見直しを行い、平成19年２月より株式会社三井住友銀行並びにアットローン株式会社

の２社で商品を提供するスキームに変更いたしました。なお、プロミス株式会社が、これら２社の

商品の信用保証を行い、与信審査から延滞債権の管理・回収まで全面的にサポートするスキームは、

従来どおりで変更はございません。 

また、プロミス株式会社では、カスケード事業に係る２社のほか、ＳＭＦＧグループ企業である

株式会社ジャパンネット銀行、地方銀行８行を合わせた計11社より信用保証業務の受託を行ってお

り、平成19年３月末現在の信用保証残高は、281,385百万円（アットローン株式会社との連結相殺消

去分123,180百万円を含む）となっております。 

 

（既存事業の拡充） 

プロミスグループでは、コンプライアンスを徹底し、ＩＴの活用とコミュニケーションの強化を

通じて、営業力の強化と債権の良質化に取り組んでおります。 

営業力の強化につきましては、「お客様の声を営業に活かそう！」をスローガンに、応対内容を

含めたお客様個々の情報を共有化し、サービス品質の向上に取り組んでおります。また、お客様の

利便性と競合環境を勘案しながら、店舗等のチャネルネットワークの見直しを行う一方、平成18年

４月より株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの携帯電話ＦＯＭＡのテレビ電話機能を活用した「見

えるコールセンター」を開始するなど、インターネットやモバイルを活用したサービスの拡充にも

努めております。 

債権管理面では、コンプライアンスの徹底を第一義として、債権管理業務を細かく規定した自主

基準「債権回収ガイドライン」を厳格に運用するとともに、引き続き厳正な与信の実施や、担当社

員のカウンセリング能力の強化等を通じ、債権内容の質的向上に努めました。なお、プロミスグル

ープの金融会社各社におきましても、プロミス株式会社の与信システムやノウハウを導入するとと

もに、債権管理体制の見直しを図り、与信機能の強化と債権内容の質的向上に努めております。 
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②その他の事業 

プロミス株式会社では、経営資源を活用し収益基盤の強化を図る目的から、自社ＡＴＭの開放提

携事業を展開しております。平成19年３月末現在の提携先数は、クレジットカード会社２社、信販

会社９社、消費者金融会社21社（うち４社はグループ会社）の32社となっております。 

また、株式会社ネットフューチャーのコールセンター代行事業をはじめとする金融周辺事業では、

外部受注の新規開拓を推進し、収益基盤の拡大に取り組んでおります。 

当期におきましては、国内競合環境の激化から商品売上高が減少いたしました結果、「その他の

事業収益」は、8,649百万円（前期比5.8％減）となりました。 

 

以上の結果、営業収益は、368,915百万円（前期比3.2％減）となりました。また、利益面では、

広告宣伝費をはじめとする各種コスト削減の効果が見られたものの、日本公認会計士協会の取りま

とめた「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 業種別委員会報告第37号）を踏まえた上で、直近

の実績等を基に改めて算出した結果、利息返還損失引当金として418,760百万円（貸倒引当金として

計上した元本相殺見込額167,750百万円を含む）を計上したほか、アットローン株式会社及び株式会

社クオークローンののれんの減損処理の実施や、繰延税金資産評価の厳格化等により、経常損失は

201,502百万円、当期純損失は378,282百万円となりました。 

 

 (2)財政状態に関する分析 

当期末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。 

 

当期末の総資産は、プロミスグループの主力事業である無担保ローンを主とした営業貸付金が

89,147百万円減少したこと、利息返還に伴う元本放棄に備えて貸倒引当金を165,533百万円積み増し

たこと等により、前期末比190,646百万円減少し、1,569,539百万円となりました。 

負債は、利息返還損失引当金を227,040百万円積み増したこと等により、前期末比211,599百万円

増加の1,183,368百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の391,888百万円減少等により、前期末比390,185百万円の減少となりまし

た。 

 

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から76,001百

万円（119.0％）増加し、139,853百万円となりました。 
 
営業活動によるキャッシュ・フローは、86,587百万円の収入となりました。これは営業貸付金の

減少89,767百万円に加え、税金等調整前当期純損失390,316百万円の主な要因が、非資金費用である
利息返還損失引当金の増加227,040百万円並びに貸倒引当金の増加165,509百万円によるためであり
ます。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,118百万円の支出となりました。主な要因は、関係会社

株式の取得による支出5,117百万円、投資有価証券の売却による収入3,801百万円などであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,873百万円の支出となりました。これは借入金残高の純

増26,383百万円、コマーシャルペーパーの純減20,000百万円、配当金の支払による支出13,315百万
円等によるものであります。 

 

 (3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

プロミス株式会社では、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営目標として認識しております。 

そのため、債権の良質化と業務提携の推進による強固な事業基盤をもって、業績の向上に努め、

株主の皆様にお応えして参ります。 

なお、利益配分につきましては、業績の状況や経営環境、将来の事業展開等を総合的に勘案し、

安定的かつ継続的な配当の実施を基本としております。また、内部留保につきましては、企業競争

力の強化や将来の事業展開等に有効活用する方針であります。 

上記の方針に基づき、当期における年間配当金は１株につき105円、中間配当金（52円50銭）を差

し引き、期末配当金は１株につき52円50銭とさせていただく予定です。 

また、次期における年間配当金は40円（うち中間配当金20円）を計画しております。 
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 (4)事業等のリスク 

プロミスグループの事業、業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要な

事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項

についても、投資判断又は事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対

する情報開示の観点から併記しております。 

プロミスグループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避

及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、以下の記載がリスクのすべてを網羅するもの

ではありません。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成19年3月31日現在において判断したものであります。 

 

①法的規制等について 

ａ業務規制等に関するリスク 

プロミスグループの消費者金融会社各社は、「貸金業の規制等に関する法律」（以下、「貸金業

規制法」という）第３条に定める貸金業登録を受けており、各種規制（過剰貸付等の禁止、書面の

交付、取立行為の規制等）に服しております。また、同法では、これらの業務規制に違反した貸金

業者に対する行政措置（業務の全部又は一部の停止、貸金業登録の抹消）や刑罰が設けられており

ます。また、平成18年12月に貸金業制度の抜本的な見直しを目的とした「貸金業の規制等に関する

法律等の一部を改正する法律」（以下、「改正貸金業規制法等」という）が成立しました。改正貸

金業規制法等は、全面施行までに公布より概ね３年間の移行期間が設けられているものの、融資金

額の総量規制の導入や新規参入規制の厳格化、行為規制の強化等が盛り込まれており、より規制が

強化されます。 

プロミスグループの消費者金融会社各社では、全社的にコンプライアンスの徹底と内部管理体制

の強化に努めておりますが、プロミスグループ又はその役職員による何らかの違反行為によって行

政措置が取られた場合や、更なる規制強化によって対応コストの増加や業務の制限が強いられた場

合には、プロミスグループの業績や今後の事業展開に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｂ金利に関するリスク 

プロミスグループの消費者金融会社各社は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す

る法律」（以下、「出資法」という）の規制を受けており、貸付金利につきましては、年29.2％を

上限として規制されております。プロミスグループの消費者金融会社各社では、いずれも出資法上

の規制金利以下の金利を上限として貸付を行っております。 

また、「利息制限法」による規制も受けております。同法第１条第１項では、金銭を目的とする

消費貸借上の利息の契約について、利息の 高限（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100

万円未満の場合年18％、100万円以上の場合年15％により計算した金額）を超過する部分は無効とさ

れております。その一方で、貸金業規制法第43条により、当該超過部分を債務者が利息として任意

に支払ったこと、同法第17条並びに第18条に定める書面を交付していること等の要件をすべて充足

している場合には、利息制限法第１条第１項の規定に関わらず、有効な利息の債務の弁済とみなす

（以下、「みなし弁済」という）とされております。 

しかしながら、先般成立した改正貸金業規制法等では、全面施行時に出資法規制金利が実質的に

利息制限法規制金利と同水準にまで引き下げられるほか、みなし弁済の廃止等がもりこまれており

ます。これにより、消費者金融業界各社が与信の厳格化を急速に進めた場合や、廃業やＭ＆Ａによ

る業界再編が進行した場合、消費者ローン市場の大幅な信用収縮やクレジットコストの増加が懸念

され、プロミスグループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、プロミスグループ

といたしましては、改正貸金業規制法等の全面施行後を見据えた事業戦略の見直しや各種施策を展

開し利益確保に努めて参りますが、更に、事業の再構築や更なるコスト削減を迫られる恐れもあり、

それらの対応に想定以上の費用が発生した場合や、新たな法改正によって規制金利がさらに低い水

準に引き下げられた場合、プロミスグループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｃ利息返還損失の増加に関するリスク 

プロミスグループの消費者金融会社各社の貸付金利には、利息制限法の定める 高限を超える部

分があります。この超過部分の支払いにおいて、みなし弁済の適用要件の厳格な解釈を求める動き

が近年高まっております。 

平成12年６月１日に金融庁事務ガイドラインが改正され、貸金業者による交付書面の記載要件が

厳格化されました。 も厳格に適用された場合、提携ＡＴＭ利用時に交付される書面の記載事項や、

銀行振込による取引時の書面の交付時期等について、法令違反と判断される可能性があり、業務の
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見直しを求められる可能性があります。加えて、リボルビング方式貸付の場合は限度額の範囲内で

あれば何度でも利用でき、返済金額も予め決められた一定額以上であれば自由に返済できるため、

プロミスグループの消費者金融会社各社では従来、返済回数と期間及び返済額の記載は契約時に交

付する書面上省略して参りました。しかしながら、平成17年12月に、リボルビング方式貸付の場合

であっても、契約時に交付する書面上に書面作成時点での暫定的な返済回数と期間及び返済金額を

記載する義務があるとする 高裁判所の判断がなされました。加えて、平成18年１月には、ローン

の分割返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める融資特約は、利息制限法の規制金利を超過す

る部分の支払いに対する事実上の強制であり、貸金業規制法第43条で定めるところの「利息として

の任意の支払い」に当たらないとしたほか、契約年月日等の受取証書への記載は契約番号で代替で

きるとする貸金業規制法の施行規則第15条２項は、法律の委任の範囲を超えており無効であるとの

判断がなされております。プロミスグループの消費者金融会社各社といたしましても、今回の司法

判断を真摯に受け止め、利息の不払いを理由に残債務の一括返済を求める融資特約を廃止したほか、

自社発行分の受取証書の書式を変更し、契約年月日等の記載を行うことといたしました。しかしな

がら、お客様が提携ＡＴＭを利用された場合には、受取証書の書式に不完全なものがないとは言え

ず、完全な対応が図られている訳ではありません。 

また、法的債務整理の増加に伴い、利息制限法の規制金利を超過する部分の利息についての返還

請求が年々増加傾向にあり、プロミスグループの当連結会計年度の利息返還金は、平成19年３月末

現在で35,807百万円となりました。こうした状況に対して、プロミスグループでは、日本公認会計

士協会が取りまとめた「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 業種別委員会報告第37号）を踏まえ、

利息返還損失の範囲を貸付元本との相殺部分も含めて認識して利息返還損失引当金を改めて算出し、

貸倒引当金として計上した元本相殺見込額167,750百万円を含め、総額で418,760百万円の引き当て

を実施し、将来発生する利息返還リスクに対応しております。 

しかしながら、想定以上に利息返還額が発生した場合や、法令等の改正内容によっては、プロミ

スグループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

②多重債務者問題及び貸付債権に関するリスク 

近年、国内の経済情勢や、消費者救済の法制度の整備（特定調停法や個人版民事再生法の成立、

司法書士法の改正）等を背景に、多重債務化する個人（プロミスグループのお客様も含みます）や、

自己破産等の法律上の保護を求める個人が多数に上ることが社会的な問題となっており、またこれ

に関連し、多重債務者問題やプロミスグループを含む貸金業者への否定的な報道がなされ、これに

よりプロミスグループの業積が悪影響を受けることがあります。 

こうした問題に対して、消費者金融業界としては、平成９年１月に「消費者金融連絡会」を発足

させ、消費者への啓発・教育活動や各種カウンセリング事業への資金助成等を展開しております。 

さらに、消費者金融連絡会加盟会社を中心とした大手７社が、「健全な家計管理の支援」「安全

な利用のための情報発信」「セーフティネット構築に向けた取り組み」の３項目からなる、多重債

務者問題に対する自主的な取り組みを行っております。具体的な活動としては、消費者啓発用広告

のマス媒体への出稿、啓発用冊子の制作・配布等のほか、10月には家計診断や消費行動診断等が行

えるウェブサイトを開設いたしました。 

一方、プロミスグループでは、信用情報機関のデータと独自の与信システムに基づいて、お客様

のご返済能力を審査するとともに、貸出後も定期的に与信限度枠の見直しを図っております。これ

により過剰貸付リスクを回避し、多重債務者の増加の防止及び回収不能債権の発生の抑制に努める

一方で、貸倒実績率及び貸付債権の状況に応じ必要と見込まれる貸倒引当金を計上し、今後発生が

予想されるリスクに備えております。 

しかしながら、今後の経済情勢や法制度の整備等によって債権内容が急激に悪化した場合や、自

己破産申立や弁護士介入等の法的債務整理をされるお客様の数が増加した場合には、貸倒引当金を

超えて貸倒償却額が増加することがあり、その場合にはプロミスグループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

③個人情報の取扱い及び個人情報保護法に関するリスク 

プロミスグループの主力事業である消費者金融事業におきましては、お客様の信用状態に応じて

ローンを提供（信用供与＝与信）する業務上、各個人信用情報機関に加盟し、そのデータベースに

アクセス可能な環境下にあります。また、審査時等にお客様より頂戴する個人情報をデータベース

化し、社内で共有しております。 
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プロミスグループでは、これらの個人情報を機密情報として、その保護と適切な取扱いに努めて

おります。外部からの不正侵入に対するセキュリティを万全に備えるとともに、全情報端末にＩＣ

カードと指紋認証によるアクセス制限を行うセキュリティシステムを導入したほか、個人データへ

のアクセス権限の設定やアクセス履歴の保存、ＣＤ－Ｒ等の外部記録メディアの利用制限等の防衛

策を講じております。また、個人情報の取扱いに関する各種規程・マニュアルの整備や、社員への

徹底したコンプライアンス教育を実施するなど、グループ内部からの情報漏洩を未然に防ぐ措置を

講じております。なお、平成18年10月にプロミス株式会社は、日本工業規格「JISＱ15001個人情報

保護マネジメントシステム－要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体

制を整備している事業者として、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）より「プライバシーマ

ーク」付与の認定を受けております。 

しかし、何らかの原因によりお客様の情報が流出し問題が発生した場合には、プロミスグループ

の業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

また、平成17年４月１日より「個人情報保護法」が全面施行となりました。同法において、個人

情報取扱事業者（プロミスグループの企業の多くは当該事業者に該当します）は、必要と判断され

る場合には監督官庁への一定の報告義務が課されるとともに、同法の一定の義務に反した場合にお

いて個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、監督官庁は必要な措置を取るべ

きことを勧告又は命令することができるとされております。 

プロミスグループでは、同法及び関連ガイドライン等への適切な対応に注力しておりますが、何

らかの違反行為によって行政措置が取られた場合や、法令等の改正により業務が規制された場合に

は、プロミスグループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④競合及び新規参入に関するリスク 

近年、金融庁及びその他の行政機関が、金融制度の規制緩和、競争の促進等の方策を採っており、

金融機関に関する追加的規制緩和の方策が推進されております。消費者金融業界におきましても、

銀行との資本提携や合弁会社の設立、外資系金融機関や異業種からの参入等の動きが見られました。 

先般成立した改正貸金業規制法等では、貸金業への参入規制が一層強化されており、新たな異業

種の参入は考えにくいと思われますが、今後これらの規制が緩和され、新規参入企業が増加した場

合や、潤沢な資本力を持つ企業により大規模な資本提携やＭ＆Ａが行われた場合などには、消費者

金融業界に新たな競争状態が発生する可能性があり、プロミスグループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

⑤資金調達及び調達金利について 

プロミスグループでは、近時の市場金利上昇傾向を勘案し、調達資金の「長期固定化」をキーワ

ードに、平成11年５月のノンバンク社債法の施行以降、社債発行を積極的に進めるとともに、金融

機関等からの借入、シンジケーション方式等による資金調達先の多様化を図っております。また、

金利変動リスクをヘッジするため、金利キャップ及び金利スワップ取引を行う一方、調達環境の急

激な変化に備えたコミットメントライン（特定融資枠）契約による代替流動性の確保に努めるなど、

調達の安定化と調達コストの低減を図っております。 

プロミスグループは、現状では貸付資金の調達が困難ではないものと考えておりますが、金利の

上昇等、調達環境の悪化が予測する水準を著しく超える場合には、機動的な調達が困難になるほか、

プロミスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥システムトラブルの可能性 

消費者金融事業の拡大に伴いＩＴ化を進めた結果、プロミスグループは、コンピュータシステム

及びそのネットワークに多くを依存しております。そのため、セキュリティの強化をはじめ、デー

タのバックアップ体制の構築、データ量やアクセス数の増加に応じたハードウェアの増強等、各種

システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、人為的過誤、

自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、プロミスグループに直接損害が生じるほ

か、プロミスグループが提供するサービスに対する信頼性の低下を招くなどの影響を及ぼす可能性

があります。 

 

⑦株式会社三井住友フィナンシャルグループとの業務・資本提携について 

プロミス株式会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループとの業務・資本提携を通じ、同

社並びにそのグループ企業（以下、「ＳＭＦＧグループ」という）と戦略的業務提携を推進してお



プロミス㈱（8574）平成19年３月期 決算短信 

― 8 ― 

ります。双方が互いを消費者金融ビジネスにおける戦略的パートナーと位置付け、双方の培ってき

たブランド、ノウハウ等の融合により、双方のお客様に対して 高の商品・サービスの提供を図っ

て参ります。また、プロミスグループは、株式会社三井住友銀行より平成19年３月末現在で219,141

百万円の融資を受けております。 

しかしながら、事業環境の急速な変化等により当初の計画どおりに業績が伸長しない場合には、

当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があるほか、融資金額の減少などの影響もありえます。ま

た、将来において銀行法等の関連法規制に変更があった場合や、プロミス株式会社が発行する総株

式数の一定割合以上の株式を保有する場合に、プロミス株式会社又はその子会社等の営むことがで

きる事業領域に制限を受ける可能性があります。 

 

⑧カントリーリスクについて 

プロミスグループは、新たな収益基盤の確立を目的として、海外市場に進出し事業展開を行ってお

ります。 

これらの在外会社につきましては、所在国における市場動向、競合会社の存在、政治、経済、法律、

文化、宗教、習慣や為替、その他の様々なカントリーリスクにより損失が発生し、あるいは事業の継

続が困難となる可能性があります。その場合には、プロミスグループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

⑨グループ戦略及び業績の推移について 

プロミスグループは、事業環境等を勘案しながら、ＳＭＦＧグループをはじめとするビジネスパ

ートナーとの戦略的事業提携や事業協働等を通じて、様々な施策を展開し、グループ戦略を推進し

ていく方針でありますが、景気の変動や競合の状況等によってグループ戦略が見込んだとおりの効

果を発揮できない場合には、プロミスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況 
 
(1) 当社グループは、プロミス株式会社、連結子会社10社、非連結子会社８社、関連会社２社（う

ち持分法適用関連会社１社）及びその他の関係会社２社から構成されております。当社グループ

が営んでいる主な事業内容、各関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 
 

金融事業 

金融事業は当社グループの主力事業であり、主に一般消費者に対し簡易な審査での無担保・無保

証による小口資金の直接融資（消費者金融業）を行っております。 

当社グループでは、あらゆる層のお客様に対し、グループ全体として総合的な消費者金融サービ

スを提供できる体制づくりを進めており、国内におきましては、プロミス株式会社、株式会社クオ

ークローン（連結子会社）、サンライフ株式会社（連結子会社）、アットローン株式会社（連結子

会社）及び株式会社モビット（持分法適用関連会社）がそれぞれ消費者金融業を営んでおります。 

海外におきましては、香港にてPROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.（連結子会社）、タイにて

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.（連結子会社）が消費者金融業を営んでおります。 

なお、プロミス株式会社、アットローン株式会社及び株式会社モビットでは、金融機関との個人

向け無担保ローンの保証業務を行っております。また、パル債権回収株式会社（連結子会社）は債

権の管理回収業を営んでおります。 
  
 

その他の事業 

上記の他、当社グループは、本業の消費者金融業で培ったノウハウを活かして、金融関連及び金

融周辺事業を展開しております。 

株式会社パルライフ（連結子会社）は、パルビルを中心としたテナントビル賃貸等の不動産業を

営んでおります。 

また、株式会社ネットフューチャー（連結子会社）は、テレマーケティング業及びコンピュータ

のシステム設計及び運用・開発をグループ各社に提供しております。 

海外におきましては、台湾にて普羅米斯顧問股份有限公司（連結子会社）が地元銀行における貸

付債権への与信評価、分析業を営んでおりましたが、平成19年４月30日をもって解散致しました。

また、良京實業股份有限公司（連結子会社）は、債権の管理回収業を営んでおります。 
 
 
その他の関係会社に該当する株式会社三井住友銀行は銀行業を、株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループは同社の関係会社に係る経営管理及びこれに付帯する業務を行っております。 
なお、上記以外の関係会社の会社名及び事業内容は、次のとおりであります。 
 
 

[国内関係会社名] [事業内容] 

株式会社全日本情報センター 有価証券の保有 

株式会社インサイト 不動産関連事業 

カーコンビニ倶楽部株式会社 自動車整備業、板金塗装業 

株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス (事業準備中) 割賦購入斡旋業、信用保証業 

株式会社カウイチ 
(事業準備中) インターネットによる各種情報提供

サービス業 
株式会社カーイチ (事業準備中) 自動車オークション業 
 
[海外関係会社名] 

 
[事業内容] 

PROMISE(EUROPE)S.A. ゴルフ場の経営 

PAL Investment(Cayman)Co.,Ltd. 中国（南京神州種子産業有限公司）への投資 

南京神州種子産業有限公司 農作物の種子の生産、加工、販売 
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(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

( 国 内 関 係 会 社 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務提携 
 
 
 
 
 
 

( 海 外 関 係 会 社 ) 

 

 

 

             

       

 

 

  

 

 

 

 

 

テレマーケティング

及びシステム開発

金  融  事  業 そ の 他 の 事 業 

お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様

お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様

㈱ パ ル ラ イ フ 

(連結子会社) 

㈱ イ ン サ イ ト 

(子会社) 

パ ル 債 権 回 収 ㈱ 

(連結子会社) 

良京實業股份有限公司 

(連結子会社) 

PROMISE(HONG KONG) 
CO.,LTD. 

(連結子会社) 

PAL Investment 
  (Cayman)Co.,Ltd. 

(子会社)

南京神州種子産業 
有限公司 

(関連会社) 

㈱ モ ビ ッ ト 

(持分法適用関連会社) 

サ ン ラ イ フ ㈱ 

(連結子会社) 

PROMISE(EUROPE)S.A.  

(子会社) 

㈱ネットフューチャー 

(連結子会社) 

㈱ ク オ ー ク ロ ー ン 

(連結子会社) 

プ ロ ミ ス ㈱ 

(当社) 

㈱全日本情報センター 

(子会社) 

ア ッ ト ロ ー ン ㈱ 

(連結子会社) 

普羅米斯顧問股份有限公司 

(連結子会社) 

㈱ 三 井 住 友
フィナンシャルグループ

(その他の関係会社)

PROMISE(THAILAND) 
CO.,LTD. 

(連結子会社) 

㈱ 三 井 住 友 銀 行 

(その他の関係会社) 

カーコンビニ倶楽部㈱ 

 (子会社) 

債

権

譲

渡
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(3) 連結子会社の状況は、次のとおりであります。 

関係内容 
名称 住所 資本金 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合

役員の
兼任等

資金援助 営業上の 
取引 

設備の
賃貸借

摘要

㈱クオークローン 大阪市
北区 

百万円 

5,434 

 

消費者金融業 100.00% 兼任7名
(4名)

同社への 
債務保証 
及び資金 
貸付   

ATM等ネッ
トワーク
の提携 

事務所等
の賃貸 

(注)1

サンライフ㈱ 香川県
高松市

百万円 

185 

 

消費者金融業 100.00% 兼任6名
(3名)

同社への 
資金貸付 

ATMネット
ワークの
提携 

事務所等
の賃貸 

 

アットローン㈱ 
東京都
港区 

百万円 

10,912 

 

消費者金融業 50.00%
兼任4名
(2名) ――― 

ATM等ネッ
ト ワ ー ク
の 提 携 及
び 無 担 保
ロ ー ン に
対 す る 信
用保証 

――― (注)2 

パル債権回収㈱ 東京都
千代田区

百万円 

500 

 

債権の管理回
収業 

100.00% 兼任8名
(3名)

同社への 
資金貸付 

債権の譲
渡 

事務所等
の賃貸 

 

㈱パルライフ 東京都
千代田区

百万円 

3,000 

 

不動産の賃貸
管理業 

100.00% 兼任5名
(2名)

同社への 
資金貸付 

――― 事務所等
の賃貸借

 

㈱ネットフュー 
チャー 

東京都
千代田区

百万円 

390 

 

テレマーケテ
ィング業、ATM
の保守・管理
業、システム
開発 

100.00%
兼任5名
(1名) ――― 

シ ス テ ム
開発 

事務所等
の賃貸 (注)3

PROMISE(HONG 
KONG)CO.,LTD. 

香港 

千香港ドル 

45,000 

 

消費者金融業 100.00% 兼任3名
(3名)

同社への 
債務保証 

――― ―――  

良京實業股份 
有限公司 

台湾 
台北市

千台湾ドル 

290,000 

 

債権の管理回
収業 

100.00% 兼任3名
(2名)

――― ――― ―――  

普羅米斯顧問股份 
有限公司 

台湾 
台北市

千台湾ドル 

1,240,000 

 

金融機関貸付
債権の評価及
び分析 

100.00% 兼任4名
(3名)

――― ――― ――― (注)4

PROMISE(THAI 
LAND)CO.,LTD. 

 
タイ王国
バンコク

 

千ﾀｲﾊﾞｰﾂ 

560,000 

 

消費者金融業 100.00% 兼任2名
(2名)

同社への 
債務保証 

――― ――― (注)5

(注)   １ ㈱クオークローンは、平成19年３月30日付で㈱クオークが保有する全ての自己株式を取得したため、当

社の完全子会社となりました。 

２ 上記連結子会社のうち、アットローン㈱は特定子会社に該当します。 

３ 平成18年４月１日付で㈱ネットフューチャーと㈱ＳＴＣは㈱ネットフューチャーを存続会社として合併

しております。 

４ 当社は、連結子会社の普羅米斯顧問股份有限公司が平成18年８月23日付で行った総額1,836,000千台湾

ドルの株主割当増資のうち、1,418,000千台湾ドルを引受けました。その後、平成18年９月６日付で同

社が1,981,000千台湾ドルの無償減資を行ったのち、平成18年10月26日付で大衆銀行股份有限公司より

当社が全株式を買取り、当社の完全子会社となりました。平成18年12月12日付で、当社は同社の解散を

決議した上、債務超過の状態を解消して解散手続きを円滑に行なう目的で、平成19年３月15日付で、

1,135,000千台湾ドルの株主割当増資を引受け、同社は平成19年４月30日付で解散いたしました。 

５ 当社は、連結子会社のPROMISE(THAILAND)CO.,LTD.が平成18年６月12日付及び平成18年９月11日付で行

いましたそれぞれ110,000千タイバーツ、合計220,000千タイバーツの株主割当増資を引受けました。ま

た、PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

６ 「役員の兼任等」欄の（ ）内は内数で、当社従業員の兼任者数であります。 
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(4) 持分法適用関連会社の状況は、次のとおりであります。 

関係内容 
名称 住所 資本金 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合 役員の

兼任等
資金援助 営業上の 

取引 
設備の
賃貸借

摘要

㈱モビット 東京都
新宿区

百万円 

20,000 

 

消費者金融業 50.00%
(5.00%)

兼任5名
(2名)

――― 
ATMネット
ワークの
提携 

―――  

(注)  １「議決権の所有割合」欄の（ ）内は間接所有割合であります。 

２「役員の兼任等」欄の（ ）内は内数で、当社従業員の兼任者数であります。 

 

(5) その他の関係会社の状況は、次のとおりであります。 

関係内容 
名称 住所 資本金 

主 要 な 事
業の内容 

議決権の 
被所有割合 役員の

兼任等
資金援助 営業上の 

取引 
設備の
賃貸借

㈱三 井 住 友 
フィナンシャ
ルグループ 
(注)１,２ 

東京都 
千代田区

百万円 

1,420,877 
 

銀 行 持 株
会社 

22.03% 
(22.03%) 

― ― ― ― 

㈱ 三 井 住 友
銀行 
(注)２ 

東京都 
千代田区

664,986 銀行業 22.03% ― ― 

金 銭 借 入
関 係 、 預
金 取 引 関
係 及 び 無
担 保 ロ ー
ン に 対 す
る 信 用 保
証 

― 

(注)  １ 「議決権の被所有割合」欄の（  ）内は間接所有割合であります。 

２ 有価証券報告書提出会社であります。 
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３ 経営方針 

 (1)会社の経営の基本方針 

プロミスグループでは、「ゆとりある暮らしを支援し、信頼される企業市民を目指す」、「効率

経営による適正利益を追求し、永続的発展を目指す」、「お客様に愛され、社員とともに社会との

共存共栄を目指す」を企業理念に掲げ、事業活動を展開しております。また、お客様の満足度向上

と多重債務化の抑制を念頭に置いた商品・サービスの提供に努め、お客様個々の財務面をサポート

する「パーソナル・メインバンク」への進化を長期ビジョンとしております。 

プロミスグループでは、これらの理念に基づき、リテール事業を核とした消費者金融サービスの

拡充と業容の拡大に努める一方、コンプライアンス（倫理・法令遵守）の徹底、内部統制システム

の強化、社会貢献活動の推進等を通じて、お客様をはじめとするステークホルダーの方々の信頼と

期待に応え、収益性と社会的責任の両立による永続的な発展を目指しております。 

 

 (2)目標とする経営指標 

プロミスグループが目標とする経営指標といたしましては、経営効率の向上と収益性の維持を図

る観点から、ＲＯＡ及びＲＯＥを重視し、その向上に努めております。 

 

 (3)中長期的な会社の経営戦略 

今後のわが国経済の見通しは、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移するものと予想されます

が、企業間・地域間・個人間等での経済格差が拡大しているという見方もあり、また、原材料価格

の動向や、ゼロ金利政策解除による長期金利の動向といった懸念材料も依然としてあります。 

一方、消費者金融業界では、自己破産申立件数は減少傾向にあるものの、法的債務整理や利息返

還請求が急増しております。また、平成18年12月に、出資法上の貸付上限金利の大幅な引き下げや、

融資金額の総量規制の導入等を盛り込んだ「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法

律」が成立しました。全面施行までに概ね３年間の移行期間が設けられているものの、今回の法改

正が消費者金融業界に与える影響は非常に大きく、マーケットの大幅な信用収縮や業界の再編・淘

汰が懸念されております。 

プロミスグループでは、こうした経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、収益性と社会的責任

の両立を図ることで、企業価値の 大化に努めて参ります。 

主力となる消費者金融事業につきましては、法改正の影響を勘案しつつ、株式会社三井住友フィ

ナンシャルグループ及び関係会社との戦略的提携を推進する一方、お客様とのコミュニケーション

を重視した営業の実践、適切な信用供与、多様なニーズに対応した商品・サービスの提供等を通じ

て、「お客様支持No.1」を目指して参ります。 

さらに、収益基盤の拡大を目的として、信用保証事業やサービサー事業等といった金融周辺事業

の拡大に努める一方、他業態を含めた幅広い業務提携を通じて、様々な資金ニーズに直接アプロー

チする新しいビジネスモデルの開発にも取り組んで参ります。既に事業展開している賃貸不動産関

連サービスや、平成19年１月に発表した株式会社ライブドア（現・株式会社ライブドアホールディ

ングス）との業務提携によるインターネットショッピングモール事業への参入も、その一環です。

このほか、自動車関連サービス事業等への進出も予定しております。今後は、新たに設立した総合

ファイナンス会社「株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス」を通じて、こうした幅広い消費の局面

で見込まれる資金ニーズにお応えする仕組みを構築し、収益基盤の拡大に努めて参ります。 

また、海外事業につきましては、現在展開しております香港（消費者金融事業）や台湾（債権管

理回収事業）、タイ（消費者金融事業）に続く新市場の開拓を図るべく、アジア全域を視野に入れ

て調査・研究に取り組んで参ります。 

このほか、法改正に対応した組織体制の確立、コンプライアンスを軸とする内部統制システムの

強化、リスク管理体制の強化、コスト効率化の推進、財務基盤の安定強化等に取り組むとともに、

お客様の多重債務化の抑制や、地域社会との共生を目指した社会貢献活動等を通じて、信頼される

企業集団を目指して参ります。 
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 (4)会社の対処すべき課題 

消費者金融業界におきましては、先般の法改正を受け、収益力の低下や業界の再編・淘汰が懸念

されるなど、今後の経営環境は厳しいものであると認識しております。 

このような環境下において、プロミスグループでは、前述の新規事業の開発強化と併せて、既存

事業の再構築に取り組み、収益の確保に努めて参ります。具体的には、集中受付センターの統合や

不採算店舗の統廃合に加え、グループ消費者金融会社２社（株式会社クオークローン及びサンライ

フ株式会社）の再編に着手するほか、広告宣伝費用やシステム投資等の各種コストの見直しを行っ

て参ります。 

また、消費者金融業界全体といたしましては、多重債務問題や、法的債務整理の増加に伴う利息

返還金の急増等、看過できない課題もございます。プロミスグループといたしましても、消費者保

護並びに消費者金融業界全体の健全な発展のため、これらの課題解決に向けて努力して参ります。 

 

 (5)その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 
 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減

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)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※３ 55,638 69,833  14,194

２ 受取手形及び売掛金 ※１ 4,137 3,013  △1,124

３ 営業貸付金 
※2,3, 
 8,9 1,580,982 1,491,835  △89,147

４ 短期貸付金 ※10 10,530 72,562  62,032

５ 繰延税金資産  45,595 59,648  14,052

６ 求償権  ― 7,397  7,397

７ その他  37,084 33,512  △3,571

貸倒引当金 ※12 △135,440 △300,974  △165,533

流動資産合計  1,598,527 90.8 1,436,828 91.5 △161,699

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  31,426 31,013   

減価償却累計額  15,610 15,815 16,360 14,653  △1,162

(2) 器具備品及び運搬具  30,269 29,527   

減価償却累計額  20,003 10,265 21,424 8,102  △2,163

(3) 土地  50,646 50,491  △155

有形固定資産合計  76,728 4.4 73,247 4.7 △3,481

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  ― 8,090  8,090

(2) 連結調整勘定  11,964 ―  △11,964

(3) のれん  ― 516  516

(4) その他  9,065 769  △8,295

無形固定資産合計  21,030 1.2 9,376 0.6 △11,653

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※3,4 49,243 37,652  △11,590

(2) 繰延税金資産  984 664  △320

(3) その他 ※3,5 13,670 11,770  △1,900

投資その他の資産 
合計 

 63,899 3.6 50,086 3.2 △13,812

固定資産合計  161,658 9.2 132,711 8.5 △28,947

資産合計  1,760,186 100.0 1,569,539 100.0 △190,646
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減

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)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  2,517 109  △2,408

２ 短期借入金 ※３ 117,726 137,122  19,396

３ １年内返済予定 
長期借入金 

※３ 142,106 130,986  △11,120

４ １年内償還予定社債  55,000 50,000  △5,000

５ 未払法人税等  26,835 1,095  △25,739

６ 賞与引当金  3,491 3,565  74

７ 役員賞与引当金  ― 19  19

８ 債務保証損失引当金  4,391 4,760  369

９ 利息返還損失引当金  23,970 72,600  48,630

10 その他 ※６ 33,675 19,168  △14,506

流動負債合計  409,714 23.3 419,429 26.7 9,714

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  180,000 190,000  10,000

２ 長期借入金 ※３ 369,949 388,280  18,330

３ 繰延税金負債  6,129 3,846  △2,283

４ 退職給付引当金  2,048 1,510  △537

５ 役員退職慰労引当金  422 436  14

６ 補償損失引当金  2,000 ―  △2,000

７ 利息返還損失引当金  ― 178,410  178,410

８ その他  1,504 1,454  △49

固定負債合計  562,054 31.9 763,939 48.7 201,884

負債合計  971,768 55.2 1,183,368 75.4 211,599
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前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
比較増減

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)

(少数株主持分)    

少数株主持分  12,059 0.7 ― ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※13 80,737 4.6 ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金  138,414 7.9 ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金  602,907 34.2 ― ― ―

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 11,607 0.7 ― ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定  109 0.0 ― ― ―

Ⅵ 自己株式 ※14 △57,418 △3.3 ― ― ―

資本合計  776,357 44.1 ― ― ―

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 1,760,186 100.0 ― ― ―

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 80,737 5.1 ―

２ 資本剰余金  ― ― 138,413 8.8 ―

３ 利益剰余金  ― ― 211,018 13.4 ―

４ 自己株式  ― ― △57,423 △3.6 ―

株主資本合計  ― ― 372,747 23.7 ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金 

 ― ― 5,606 0.4 ―

２ 繰延ヘッジ損益  ― ― △19 △0.0 ―

３ 為替換算調整勘定  ― ― 575 0.0 ―

評価・換算差額等 
合計 

 ― ― 6,163 0.4 ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 7,261 0.5 ―

純資産合計  ― ― 386,171 24.6 ―

負債純資産合計  ― ― 1,569,539 100.0 ―
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減

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)

Ⅰ 営業収益    

１ 営業貸付金利息  360,588 344,797  △15,791

２ その他の金融収益 ※１ 13 159  145

３ 商品売上高  958 373  △585

４ その他の営業収益  19,736 23,585  3,849

営業収益合計  381,297 100.0 368,915 100.0 △12,381

Ⅱ 営業費用    

１ 金融費用 ※２ 15,496 15,453  △43

２ 商品売上原価  721 323  △398

３ その他の営業費用    

 (1) 広告宣伝費  20,333 15,685   

 (2) 貸倒引当金繰入額  125,806 234,670   

 (3) 貸倒損失  ― 9,336   

(4) 債務保証失引当金 
   繰入額 

 ― 3,808   

 (5) 利息返還損失引当金 
   繰入額 

 23,970 149,887   

(6) 債権売却損失  ― 35,341   

 (7) 従業員給料及び賞与  27,034 26,820   

 (8) 賞与引当金繰入額  3,454 3,484   

 (9) 退職給付費用  △3,699 2,069   

(10) 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 93 78   

(11) 福利厚生費  3,506 3,616   

(12) 賃借料  11,340 9,949   

 (13) 減価償却費  9,243 7,525   

 (14) 支払手数料  22,427 22,070   

 (15) 通信費  4,333 3,988   

 (16) 利息返還金  14,440 ―   

 (17) 連結調整勘定償却額  1,785 ―   

 (18) のれん償却額  ― 1,756   

 (19) その他  33,656 297,726 26,372 556,462  258,735

営業費用合計  313,945 82.3 572,239 155.1 258,293

営業利益又は 
営業損失(△) 

 67,351 17.7 △203,323 △55.1 △270,675
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前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減

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)

Ⅲ 営業外収益    

１ 受取利息及び受取配当金  263 283   

２ 保険金及び保険配当金  540 147   

３ 匿名組合出資利益  310 66   

４ 持分法による投資利益  1,260 945   

５ その他  1,235 3,609 0.9 856 2,298 0.6 △1,310

Ⅳ 営業外費用    

１ 支払利息  47 31   

２ 新株発行費償却  22 ―   

３ 店舗等移転諸費用  615 203   

４ その他  262 948 0.2 243 478 0.1 △469

経常利益又は 
経常損失(△) 

 70,013 18.4 △201,502 △54.6 △271,516

Ⅴ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  583 2,900   

２ 厚生年金基金代行部分 
  返上益 

 7,765 ―   

３ 債務保証損失引当金 
  戻入益 

 ― 1,584   

４ 補償損失引当金戻入益  ― 220   

５ その他  27 8,377 2.2 10 4,714 1.3 △3,662

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除売却損 ※３ 861 562   

２ 減損損失 ※４ 2,621 11,910   

３ 債権売却損失 ※５ 1,781 427   

４ 投資有価証券評価損  ― 5,598   

５ 会員権評価損 ※６ 30 ―   

６ 利息返還損失引当金 
  繰入額 

 ― 174,943   

７ 補償損失引当金繰入額  1,139 ―   

８ 持分変動損失 ※７ 317 ―   

９ その他  307 7,059 1.9 86 193,528 52.5 186,469

税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前当期 
純損失(△) 

 71,331 18.7 △390,316 △105.8 △461,648

法人税、住民税 
及び事業税 

 45,701 4,587   

法人税等調整額  △11,696 34,004 8.9 △11,882 △7,295 △2.0 △41,300

少数株主損失  4,719 1.2 4,738 1.3 18

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 42,046 11.0 △378,282 △102.5 △420,329
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

（連結剰余金計算書） 
 

  
前連結会計年度 

(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) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  138,458

Ⅱ 資本剰余金減少高  

 自己株式処分差損  43 43

Ⅲ 資本剰余金期末残高  138,414

  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  575,196

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 当期純利益  42,046 42,046

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  14,201

２ 役員賞与  133 14,335

Ⅳ 利益剰余金期末残高  602,907
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（連結株主資本等変動計算書） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 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(百万円) 80,737 138,414 602,907 △57,418 764,640

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △6,657  △6,657

 剰余金の配当 △6,657  △6,657

 役員賞与（注） △79  △79

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高 

△210  △210

 当期純損失 △378,282  △378,282

 自己株式の取得 △4 △4

 自己株式の処分 △0 0 0

連結会計年度中の変動額合計(百万円) ― △0 △391,888 △4 △391,893

平成19年３月31日残高(百万円) 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 11,607 ― 109 11,716 12,059 788,417

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △6,657

 剰余金の配当  △6,657

 役員賞与（注）  △79

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金減少高 

 △210

 当期純損失  △378,282

 自己株式の取得  △4

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △10,352

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △402,245

平成19年３月31日残高(百万円) 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171

（注）平成18年６月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) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前連結会計年度 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

比較増減 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前当期純利益 
   （△は税金等調整前当期純損失） 

71,331 △390,316 △461,648

 ２ 減価償却費 9,243 7,525 △1,717

 ３ 減損損失 2,621 11,910 9,288

 ４ 連結調整勘定償却額 1,785 ― △1,785

 ５ のれん償却額 ― 1,756 1,756

 ６ 貸倒引当金の増加額 4,473 165,509 161,035

 ７ 賞与引当金の増加額(△は減少額) △79 93 173

 ８ 債務保証損失引当金の増加額 3,402 374 △3,027

 ９ 利息返還損失引当金の増加額 23,970 227,040 203,070

 10 退職給付引当金の減少額 △12,285 △537 11,748

 11 役員退職慰労引当金の増加額 44 14 △29

 12 補償損失引当金の増加額(△は減少額) 1,139 △2,000 △3,139

 13 受取利息及び受取配当金 △263 △283 △20

 14 支払利息 47 31 △16

 15 持分法による投資利益 △1,260 △945 314

 16 投資有価証券売却益 △583 △2,900 △2,316

 17 投資有価証券評価損 ― 5,598 5,598

 18 固定資産除売却損 861 562 △298

 19 匿名組合出資利益 △310 △66 244

 20 営業貸付金の減少額 21,214 89,767 68,552

 21 売上等債権の減少額(△は増加額) △4,875 2,241 7,117

 22 求償権の増加額 ― △4,918 △4,918

23 買取債権の減少額 ― 5,170 5,170

 24 仕入等債務の増加額 1,796 2,323 527

 25 その他 △3,137 △1,295 1,842

    小計 119,136 116,655 △2,480

 26 利息及び配当金の受取額 241 293 51

 27 利息の支払額 △47 △31 16

 28 法人税等の支払額 △44,778 △30,329 14,448

    営業活動によるキャッシュ・フロー 74,552 86,587 12,035
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前連結会計年度 

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

当連結会計年度 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

比較増減 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出 △6,289 △2,223 4,066

 ２ 有形固定資産の売却による収入 41 77 36

  ３  無形固定資産の取得による支出 △5,059 △2,775 2,284

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △15,226 △27 15,199

 ５ 投資有価証券の売却による収入 1,419 3,801 2,381

 ６ 関係会社株式の取得による支出 △1,585 △5,117 △3,531

  ７  関係会社株式の売却による収入 412 ― △412

 ８ 貸付けによる支出 △530 △150 379

 ９ 貸付金の回収による収入 30 77 47

 10 その他 987 1,218 231

   投資活動によるキャッシュ・フロー △25,801 △5,118 20,683

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ コマーシャルペーパーの純収支額 20,000 △20,000 △40,000

 ２ 短期借入れによる収入 60,895 164,367 103,471

 ３ 短期借入金の返済による支出 △28,722 △148,679 △119,957

 ４ 長期借入れによる収入 143,365 153,893 10,528

 ５ 長期借入金の返済による支出 △198,201 △143,198 55,003

 ６ 社債の発行による収入 19,886 59,683 39,797

 ７ 社債の償還による支出 △50,000 △55,000 △5,000

 ８ 自己株式の売却による収入 504 0 △504

 ９ 自己株式の取得による支出 △55,180 △4 55,175

 10 配当金の支払額 △14,201 △13,315 885

  11  少数株主からの払込による収入 5,925 ― △5,925

  12  少数株主への払戻しによる支出 ― △3,619 △3,619

   財務活動によるキャッシュ・フロー △95,729 △5,873 89,855

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 91 113

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額) △47,002 75,686 122,688

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 110,853 63,851 △47,002

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 314 314

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 63,851 139,853 76,001
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(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数  10社 
連結子会社名 

国内： 
㈱クオークローン、 
サンライフ㈱、 
アットローン㈱、 
パル債権回収㈱、 
㈱パルライフ、 
㈱ネットフューチャー、 
㈱ＳＴＣ 

海外： 
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.、
良京實業股份有限公司、 
普羅米斯顧問股份有限公司 
 

平成17年６月13日付で㈱ぷらっと

は㈱クオークローンに商号変更して

おります。 

(1) 連結子会社数  10社 
連結子会社名 

国内： 
㈱クオークローン、 
サンライフ㈱、 
アットローン㈱、 
パル債権回収㈱、 
㈱パルライフ、 
㈱ネットフューチャー 
 

海外： 
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD.、
良京實業股份有限公司、 
普羅米斯顧問股份有限公司、 
PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 

 
㈱ネットフューチャーと㈱ＳＴＣ

は、平成18年４月１日付で㈱ネット
フューチャーを存続会社として合併
しております。 

なお、PROMISE(THAILAND)CO.,LTD.

は、重要性が増したため、当連結会

計年度より連結の範囲に含めており

ます。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

  PROMISE(EUROPE)S.A. 

  (連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、営業収益、

当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

  PROMISE(EUROPE)S.A. 

  (連結の範囲から除いた理由) 

     同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

  会社名：㈱モビット 

(1)    同左 

 (2) 持分法を適用していない非連結子

会社(PROMISE(EUROPE)S.A.他)及び

関連会社(南京神州種子産業有限公

司)は、それぞれ当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)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。 

(2)    同左 

 (3) 持分法適用会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

(3)    同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

PROMISE(HONG KONG)CO., 
LTD. 

12月31日

良京實業股份有限公司 12月31日

普羅米斯顧問股份有限公司 12月31日

 上記連結子会社については、連結子
会社の決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、連結決算日との
間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。 

 
 

 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

会社名  決算日

PROMISE(HONG KONG)CO., 
LTD. 

 12月31日

良京實業股份有限公司  12月31日

普羅米斯顧問股份有限公司  12月31日

PROMISE(THAILAND)CO., 
LTD. 

 12月31日

 上記連結子会社については、連結子
会社の決算日現在の財務諸表を使用し
ております。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 
   ａ 時価のあるものは、連結決

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。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 
   ａ 時価のあるものは、連結決

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。  

    ｂ 時価のないものは、移動平

均法による原価法によってお
ります。 

     ｂ 時価のないものは、移動平

均法による原価法によってお

ります。 

   ② デリバティブ 
時価法によっております。 

  ② デリバティブ 

     同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

   ① 有形固定資産 
 主に定率法によっておりま
す。 

    ただし、当社及び国内連結子
会社は平成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、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 
   建物及び構築物   ３～50年
   器具備品及び運搬具 ２～20年

  ① 有形固定資産 

     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。 

  ② 無形固定資産 

     同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3)         ――――― 

   新株発行費については、支出時に

全額費用として処理しております。
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、貸倒実績率により計上して

おります。 

    なお、営業貸付金等の状況に

応じ、必要と見込まれる額まで

追加計上することにしておりま

す。 

    また、在外連結子会社は、債

権の回収可能性を評価して必要

額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

     同左 

   ② 賞与引当金 

    当連結会計年度末に在籍する

使用人に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

  ② 賞与引当金 

      同左 

   ③      ――――― 

 

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、支給見込額を計上

することとしております。 

(会計方針の変更) 

当連結会計年度から「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。 

この結果、従来の方法と比較

して営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失がそれぞ

れ19百万円増加しております。

   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、当連結会計年度末におけ

る損失発生見込額を計上してお

ります。 

  ④ 債務保証損失引当金 

     同左 

   ⑤ 利息返還損失引当金 

顧客等から利息制限法の上限

金利を超過して支払った利息の

返還請求があるが和解に至って

いないもの及び過去の返還実績

を踏まえ、かつ 近の返還状況

を考慮し、返還見込額を合理的

に見積もり、計上しております。

  ⑤ 利息返還損失引当金 

顧客等から利息制限法の上限

金利を超過して支払った利息の

返還請求があるが和解に至って

いないもの及び過去の返還実績

を踏まえ、かつ 近の返還状況

を考慮し、返還見込額を合理的

に見積もり、計上しております。
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 

(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 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、当連結

会計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、当連結会計年度

の利息返還損失引当金繰入額

23,970百万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

税金等調整前当期純利益は

23,970百万円減少しておりま

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 業種別委員会報告第37

号）が公表されたことを踏まえ、

当連結会計年度より利息返還損

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、当連結会計

年度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、前連結会計年度の見積

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174,943百万円を計上し

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167,750百万円

については、貸倒引当金に含め

て計上しております。 

   ⑥ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

なお、過去勤務債務の額及び

数理計算上の差異については発

生年度において一括費用処理し

ております。 

また、執行役員については別

途、内規に基づく当連結会計年

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。当連結会

計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。

  ⑥ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

なお、過去勤務債務の額及び

数理計算上の差異については発

生年度において一括費用処理し

ております。 

また、執行役員については別

途、内規に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 

  ⑦ 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、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上してお

ります。 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

     同左 

   ⑧ 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。 

  ⑧      ――――― 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

なお、在外子会社等の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

なお、在外子会社等の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しており

ます。 

 (6) 重要な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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

    また、特例処理の要件を満た

す金利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。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

  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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

 

  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 

    当社は、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。 

    また、連結子会社は事前に当

社の承認を得た上でヘッジ取引

を実施しております。 

  ⑤ リスク管理体制 

     同左 

 (8) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 (収益及び費用の計上基準) 

 ① 営業貸付金利息 

営業貸付金利息は、発生基準に

より計上しております。 

なお、営業貸付金に係る未収利

息について、当社及び国内連結子

会社は利息制限法利率又は約定利

率のいずれか低い方により計上し

ており、在外連結子会社は約定利

率により計上しております。 

② その他の営業収益 

ａ 保証事業収益 

保証事業収益は、残債方式に

より計上しております。 

ｂ あっせん収益 

顧客手数料は、残債方式によ

り計上しております。 

加盟店手数料は、取扱時に計

上しております。 

(注) 残債方式とは、元本残高に対

して所定の料率で、手数料を

算出して収益に計上する方法

であります。 

(8) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 (収益及び費用の計上基準) 

 ① 営業貸付金利息 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② その他の営業収益 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

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、当社は税抜方式、子会社は主に

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」として連結貸借対照表に

計上し、５年間で均等償却を行って

おります。 

 (消費税等の会計処理) 

     同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

     同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、10

年間で均等償却しております。 

 ただし、重要性がないものについて

は、発生年度に全額償却しております。

――――― 

 

７ のれんの償却に関する事

項 

――――― 

 

のれんの償却については、10年間で

均等償却しております。 

 ただし、重要性がないものについて

は、発生年度に全額償却しております。

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書における連結会社

の利益処分については、連結会計年度

中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

     ――――― 

 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３カ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

     同左 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（会計方針の変更） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 

 当連結会計年度から「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

378,929百万円であります。 

 また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

――――― 

 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「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「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号）並びに「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）を適用しております。 
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（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― 

 

(連結貸借対照表関係) 

１  前連結会計年度において、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりました「求償権」（前連結会計年

度2,479百万円）は、重要性が増したため当連結会計

年度より区分掲記することといたしました。 

２  前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「ソフトウェア」（前連

結会計年度8,208百万円）は、重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。 

３  前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」

と表示しております。 

(連結損益計算書関係) 

従来、その他の営業費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「利息返還金」（前連結会計年度5,964百

万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記することといたしました。 

（連結損益計算書関係） 

１  前連結会計年度において、その他の営業費用の「そ

の他」に含めて表示しておりました「債務保証損失引

当金繰入額」（前連結会計年度3,595百万円）は、重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記するこ

とといたしました。 

２  前連結会計年度において、その他の営業費用の「そ

の他」に含めて表示しておりました「債権売却損失」

（前連結会計年度4,199百万円）は、重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。 

３  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」として表示しております。 

４  前連結会計年度において、特別損失の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」(前

連結会計年度49百万円)は、重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

従来、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しておりました「無形固定資産の取得によ

る支出」（前連結会計年度2,158百万円）は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」として表示しております。 

２  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券評価損」（前連結会計年度49百万円）

は、重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記

することといたしました。 

３  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「求償権の増加額」（前連結会計年度1,587百万円）は、

重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記す

ることといたしました。 

４  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「買取債権の減少額（△は増加額）」（前連結会計年度

△2,870百万円）は、重要性が増したため当連結会計

年度より区分掲記することといたしました。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 受取手形及び売掛金の内訳は次のとおりでありま

す。 

内容 金額(百万円)

割賦受取手形 106 

割賦売掛金 2,834 

割賦販売 

計 2,941 

一般売上 売掛金 1,195 

合計 4,137 
 

※１ 受取手形及び売掛金の内訳は次のとおりでありま

す。 

内容 金額(百万円)

割賦受取手形 13 

割賦売掛金 2,300 

割賦販売 

計 2,314 

一般売上 売掛金 698 

合計 3,013 
 

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,577,494百万円であります。 

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,488,980百万円であります。 

※３ 担保に供している資産及びその対応する債務 

  イ)担保に供している資産 

種類 期末帳簿価額(百万円)

預金 3 

営業貸付金 131,788 

その他 6 

計 131,798 
  

※３ 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)

預金 3 

営業貸付金 116,059 

その他 6 

計 116,069 
  

  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 35,841 

長期借入金 92,166 

計 128,008 
  

  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 31,804 

長期借入金 80,870 

計 112,674 
  

   上記のほか、営業貸付金277,911百万円につい

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、１年内返済予定長期借入金64,884

百万円、長期借入金204,278百万円であります。 

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294,028百万円につい

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5,000百万円、長期借入

金289,028百万円(１年内返済予定67,268百万円を含

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。 

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 9,482百万円
 

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 14,585百万円
 

※５ 投資その他の資産「その他」に含めた貸倒引当金

は232百万円であります。 

※５  同左 

※６ 流動負債の「その他」に含めたコマーシャルペー

パーは20,000百万円であります。 

※６      ――――――――― 

 ７ 偶発債務 

  (1) 信用保証業務の保証債務 95,484百万円

  (2) 在外連結子会社での停止条件付債権買取業務に

係る偶発債務              9百万円

(3) 在外連結子会社での金融機関貸付債権の評価及

び分析、買取業務に係る偶発債務 44,134百万円

  (4) 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。 

 ７ 偶発債務 

  (1) 信用保証業務の保証債務 174,444百万円

  (2) 在外連結子会社での停止条件付債権買取業務に

係る偶発債務              1百万円

(3)     ――――――――― 

 

(4)     ――――――――― 
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前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
(5) 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 73 

計 73 

 上記保証債務は、外貨建であり、5,000千人民元

であります。 

(5) 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 76 

計 76 

 上記保証債務は、外貨建であり、5,000千人民元

であります。 

※８ 不良債権の状況 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 1,121 
延滞債権 706 
３カ月以上延滞債権 13,048 
貸出条件緩和債権 69,390 

計 84,267 
 

※８ 不良債権の状況 

区分 金額(百万円) 

破綻先債権 708 
延滞債権 618 
３カ月以上延滞債権 18,582 
貸出条件緩和債権 78,051 

計 97,960 
 

 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 

 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、69,390百万円のうちには、延滞日数が30日
以内のものが63,681百万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、78,051百万円のうちには、延滞日数が30日
以内のものが70,690百万円含まれております。 

※９ 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1,580,614百万円は、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、418,006百万円
(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。 
 なお、同契約は、融資実行されずに終了するもの
もあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将
来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ
りません。 
 同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当
の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の
拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の
条項がつけられております。 
 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。 

※９ 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1,488,240百万円は、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、367,437百万円
(有担保リボルビング契約168百万円を含む。)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将
来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ
りません。 
 同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当
の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の
拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の
条項がつけられております。 
 また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。 
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前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※10 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

受入れた有価証券の内容及び期末時価は、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 
   

※10 担保受入金融資産 

   短期貸付金には71,931百万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

受入れた有価証券の内容及び期末時価は、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 61,934
有価証券 9,997

計 71,931
 

11  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 140,096百万円

借入実行残高 110,741百万円

差引 29,354百万円

    (貸出コミットメント契約) 

借入枠 178,515百万円

借入実行残高 6,168百万円

差引 172,347百万円
 

11  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。なお、貸出コミット

メント契約の未実行借入枠のうち、59,025百万円

については、一部財務制限条項に抵触しているた

め、条件等について交渉中であります。 

    (当座貸越契約) 

借入枠 152,114百万円

借入実行残高 127,702百万円

差引 24,411百万円

    (貸出コミットメント契約) 

借入枠 111,701百万円

借入実行残高 2,374百万円

差引 109,327百万円
 

※12      ――――――――― ※12 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167,750百万円が含まれてお

ります。 

※13 当社の発行済株式総数は、普通株式134,866千株

であります。 

※13      ――――――――― 

※14 自己株式の保有数 

当社の保有する 
自己株式数 

普通株式 8,047千株
 

※14      ――――――――― 
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 (連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ その他の金融収益の内容は次のとおりでありま

す。 

(1) 預金利息 4百万円

(2) 貸付金利息 5百万円

(3) その他 3百万円

計 13百万円
 

※１ その他の金融収益の内容は次のとおりでありま

す。 

(1) 預金利息 43百万円

(2) 貸付金利息 115百万円

計 159百万円
 

※２ 金融費用の内容は次のとおりであります。 

(1) 支払利息 9,988百万円

(2) 社債利息 4,641百万円

(3) その他 867百万円

計 15,496百万円
 

※２ 金融費用の内容は次のとおりであります。 

(1) 支払利息 10,537百万円

(2) 社債利息 3,904百万円

(3) その他 1,010百万円

計 15,453百万円
 

※３ 固定資産除売却損は、建物・器具備品等の除却損

723百万円及び電話加入権等の売却損138百万円であ

ります。 

※３ 固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

   (1)固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 200百万円

器具備品及び運搬具 268百万円

ソフトウェア 7百万円

その他 0百万円

計 476百万円

(2)固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 13百万円

器具備品及び運搬具 2百万円

土地 5百万円

電話加入権 65百万円

計 85百万円
 

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地及び電話加

入権 

東京都 

営業資産 

（リース含む） 

 

建物、器具備品

及びソフトウェ

ア 

東京都 

 

 

営業資産 

 

 

建物、器具備品

及びソフトウェ

ア 

台 湾 

台北市 

 

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地、建物及び

電話加入権 

新潟県 

香川県 

賃貸物件  土地 福岡県 

その他 のれん － 

 

（資産をグループ化した方法） 

当社グループは、事業の種類別セグメントを基準

に独立のキャッシュ・フローの単位に基づき、資産

グループを金融事業、賃貸事業、遊休資産等に分類

しております。 

（資産をグループ化した方法） 

同左 
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前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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(154百万円)

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92百万円であります。 

    アットローン㈱については、新システムへの移行

に伴い不要となる営業用資産の帳簿価額について全

額減額し、当該減少額を減損損失（1,970百万円）と

して特別損失に計上しております。その内訳は、建

物128百万円、器具備品13百万円、ソフトウェア

1,828百万円であります。リース使用分については解

約費相当額を減損損失（437百万円）として特別損失

に計上しております。 

また、台湾において金融機関の貸付債権の評価及

び分析、買取業務を行っている普羅米斯顧問股份有

限公司は、経営状況の悪化により同社が属する資産

グループの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(59百万円)として特別損失に計

上しております。その内訳は、建物４百万円、器具

備品23百万円、ソフトウェア32百万円であります。 

（減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の金

額） 

  遊休資産及び賃貸物件については、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(119百万円)として特別損失に計上しております。

その内訳は、土地80百万円、建物35百万円、電話

加入権３百万円であります。 

  なお、のれんについては、株式取得時に検討した

事業計画において、当初想定していた収益が見込め

なくなったことから減損損失(11,790百万円)を認識

しております。その内訳は、アットローン㈱ 7,629

百万円、㈱クオークローン 4,161百万円でありま

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き、電

話加入権については市場価格に基づき算出しており

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、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出しており

ます。 

のれんについては、当該のれんに係る使用価値を

零として減損損失を測定しております。 

※５ 債権売却損失は、アットローン㈱が保有する債権

の一部を譲渡したことによる損失であります。 

※５   同左 

※６ 会員権評価損は、リゾートクラブ会員権の減損処

理費用であります。 

※６      ――――――――― 

※７ 持分変動損失は、平成17年10月３日に㈱クオーク

ローンが第三者割当増資を実施した際に生じた、当

社持分の変動に伴う損失であります。 

※７      ――――――――― 

 ８ 金融事業における金融収益及び金融費用の連結損

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 

    その他の事業に位置付けされる関係会社に係

る貸付金利息及び関係会社に係る受取配当金、

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。 

 ８ 金融事業における金融収益及び金融費用の連結損

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 

    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。 

  (2) 営業費用として表示した金融費用 

     同左 
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 (連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

                                                                                          （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 134,866,665 ― ― 134,866,665 

 

 

２．自己株式に関する事項 

(単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 8,047,638              853 89 8,048,402 

（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        853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  89株 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 

決議 株式の 

種類 

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18年6月20日 

定時株主総会 
普通株式 6,657 52.50 

平成18年 

3月31日 

平成18年 

6月20日 

平成18年11月6日 

取締役会 
普通株式 6,657 52.50 

平成18年 

9月30日 

平成18年 

12月1日 

 

 

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

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19年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 6,657 52.50 

平成19年 

3月31日 

平成19年 

６月20日 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 55,638百万円

短期貸付金勘定 10,530百万円

計 66,168百万円

預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△ 1,787百万円

現先運用以外の短期貸付金   △  530百万円

現金及び現金同等物 63,851百万円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 69,833百万円

短期貸付金勘定 72,562百万円

計 142,395百万円

預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△ 1,912百万円

現先運用以外の短期貸付金   △  630百万円

現金及び現金同等物 139,853百万円
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(セグメント情報) 
 

１ 事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日) 

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金額の合計額に占める

「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。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、

いずれも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。 

 

３ 海外営業収益 

 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自平成18年４月１日 

至平成19年３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。 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 
親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

長期借入
金 

50,120

１年内返
済予定長
期借入金

452

 
 
 
資金の借
入等 
 

 

借入 
60,733 

 
返済 

26,133 

短期借入
金 

5,432

その他の 
関係会社 

株式会社 
三井住友銀行

東京都 
千代田区 

664,986 銀行業 21.50 ― 
金銭借
入関係

利息の支

払 
140 未払費用 6

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  ㈱三井住友銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。 

  また、㈱三井住友銀行からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及

び社内規程により決定しております。 

２ 重要な取引のみを記載しております。 

３ 上記取引金額には、消費税は含まれておりません。 
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当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

長期借入
金 

74,000

1 年内返
済予定長
期借入金

6,120
資金の借
入等 

借入 
113,093 

 
返済

88,977 

短期借入
金 

―

金銭借
入関係
 

利息の支

払 

 

583 

 

 

未払費用
13

その他の 
関係会社 

株式会社 
三井住友銀行

東京都 
千代田区 

664,986 銀行業 22.03 ― 

業務提

携関係

債務保証

料の受取
3,311 保証債務 139,625

 (注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

㈱三井住友銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。 

また、㈱三井住友銀行からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に取締役会決

議及び社内規程により決定しております。 

債務保証料は、業務提携に関する契約に基づき、協議の上で算定しております。 

２ 重要な取引のみを記載しております。 

３ 上記取引金額には、消費税は含まれておりません。 

 

２ 子会社等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

子会社 
パル債権回
収株式会社 

東京都 
千代田区 

500
債権の
管理回

収業 

100.00
兼任
８名

債権管
理回収

業務の
支援 

債 権 の
譲渡 

705 ― ―

 (注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

債権の譲渡価額については、債権区分ごとの回収実績率に基づき算定しております。 

なお、この債権の譲渡により譲渡損32,627百万円が発生しております。 

２  重要な取引のみを記載しております。 

３ 上記取引金額には、消費税は含まれておりません。 
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（有価証券関係） 

Ⅰ 前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価 連結貸借対照表計上額  差額 

  (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)   

(1) 株式  19,177百万円  38,607百万円  19,429百万円 

(2) その他  115百万円  252百万円  136百万円 

  小計  19,293百万円  38,859百万円  19,565百万円 
       
  (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)   

(1) 株式  24百万円  21百万円       △    2百万円 

(2) 国債  21百万円  21百万円       △    0百万円 

  小計  46百万円  42百万円       △    3百万円 

合計  19,339百万円  38,902百万円  19,562百万円 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  売却額 売却益の合計額  売却損の合計額 

  1,419百万円  583百万円  ―百万円 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  (その他有価証券)   

  非上場株式  414百万円 

  その他  444百万円 
 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、49百万円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額に

ついて減損処理を行っております。 

    その他有価証券で時価のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く低下した場合には、相当の減損処理を行っております。 
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Ⅱ 当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価 連結貸借対照表計上額  差額 

  (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)   

株式  8,385百万円  17,847百万円  9,462百万円 
       
  (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)   

(1) 株式  4,423百万円  4,415百万円       △    8百万円 

(2) 国債  21百万円  21百万円       △    0百万円 

  小計  4,445百万円  4,436百万円       △    8百万円 

合計  12,830百万円  22,284百万円  9,453百万円 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  売却額 売却益の合計額  売却損の合計額 

  3,801百万円  2,900百万円  ―百万円 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  (その他有価証券)   

  非上場株式  414百万円 

  その他  368百万円 
 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で上場株式について、5,598百万円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額に

ついて減損処理を行っております。 

    その他有価証券で時価のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く低下した場合には、相当の減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 取引の内容 

  金利キャップ取引及び金利スワップ取引を行ってお

ります。   

２ 取引に対する取組方針 

  短期的な売買差益を獲得する目的(トレーディング

目的)や投機目的のために単独でデリバティブ取引を

利用することは行わない方針であります。 

３ 取引の利用目的 

  変動金利支払の資金調達について、将来の市中金利

上昇が調達コスト(支払利息)に及ぼす影響を回避する

ため、金利キャップ取引により変動金利調達の一部の

支払利息増加に一定の上限を設け、また金利スワップ

取引により変動金利調達の一部の調達コストを固定化

する取引を行っております。 

４ 取引に係るリスクの内容 

  デリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを

内包しております。しかし市中金利の変動による市場

リスクは、取引目的の対象となる変動金利支払の資金

調達負債の市中金利変動によるリスクと相殺されてお

り、また信用リスクについては大手金融機関のみを取

引相手先としており、信用リスクは低いと判断してお

ります。 

５ 取引に係るリスクの管理体制 

  当社は「財務規程」により、財務活動遂行上発生す

るリスク毎に、リスクヘッジの要・不要及び具体的な

ヘッジ方法について定めており、デリバティブ取引は

その定めに従って財務部が行っております。 

  個別の契約締結に当たっては、職務権限規程で定め

られた決裁を経る必要があり、契約書は内容を総務部

にて決裁の内容と照らし合わせて確認された後押印さ

れ、その後実行のはこびとなります。 

  また、連結子会社においてデリバティブ取引を実施

する場合には、事前に当社の承認を得ることとしてお

り、当社は、当社の定めた基準に従ってその可否を判

断しております。 

  連結子会社を含めた取引状況の管理は、担当役員が

取締役会にその取引状況を定期的に報告することによ

り行われております。 

  なお考査部は、定期的に財務部検査のおり、デリバ

ティブ契約の内容をチェックしております。 

６ 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等 

  「取引の時価等に関する事項」に記載しているデリ

バティブ取引にかかる想定元本は、当連結会計年度末

時点で利用している想定元本であります。この数値は

あくまでも金利キャップ取引及び金利スワップ取引契

約における名目的な契約額又は取引決済のための計算

上の想定元本であり、当該金額による現物資産の受け

渡しは行われず、また当該金額自体はそのままデリバ

ティブ取引に係る市場リスク、信用リスクを表すもの

ではありません。 

１ 取引の内容 

同左 

 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

 

 

３ 取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

 

４ 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

５ 取引に係るリスクの管理体制 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されている取引以外は、該当事項は

ありません。                    

同左 

 

                     

 

(退職給付関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を設けており、その内容は次のとおりで

あります。 

  当社は、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

受けております。また、平成18年３月31日に確定給付

企業年金（キャッシュバランスプラン）に移行してお

ります。 

  一部の国内連結子会社は、退職金制度の全部につい

て適格退職年金制度を採用しております。 

  なお、海外連結子会社では確定拠出型の制度を設け

ており、会社負担額を退職基金に拠出しております。

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度及び退

職一時金制度を設けており、その内容は次のとおりで

あります。 

   当社は、確定給付企業年金（キャッシュバランスプ

ラン）を採用しております。 

一部の国内連結子会社は、退職金制度の全部につい

て適格退職年金制度を採用しております。 

  なお、海外連結子会社では確定拠出型の制度を設け

ており、会社負担額を退職基金に拠出しております。

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △27,130百万円

②年金資産 25,082百万円

③未積立退職給付債務 △2,048百万円

④連結貸借対照表計上額純額 △2,048百万円

⑤前払年金費用 ―百万円

⑥退職給付引当金（④－⑤） △2,048百万円

(注) １  厚生年金基金の代行部分を含めて記載して

おります。（最低責任準備金） 

  ２ 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり簡便法を選択しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △21,274百万円

②年金資産 19,763百万円

③未積立退職給付債務 △1,510百万円

④連結貸借対照表計上額純額 △1,510百万円

⑤前払年金費用 ―百万円

⑥退職給付引当金（④－⑤） △1,510百万円

(注)  一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を選択しております。 

 



プロミス㈱（8574）平成19年３月期 決算短信 
 

―    ― 46

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 (注)1,2,3 1,355百万円

②利息費用 678百万円

③期待運用収益 △312百万円

④過去勤務債務の費用処理額 (注)4 △2,476百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △2,938百万円

⑥退職給付費用 △3,693百万円

⑦厚生年金基金の代行部分返上に伴

う損益 
△7,765百万円

計 △11,459百万円

(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除

しております。 

   ２ 簡便法を選択している連結子会社の退職給

付費用は、「①勤務費用」に計上しており

ます。 

   ３ 「①勤務費用」には、売上原価に計上した

退職給付費用５百万円が含まれておりま

す。 

４ 平成17年４月１日に施行されました新人事

制度導入に伴い過去勤務債務が567百万円発

生しております。また、給付の減額による

ものとしましては、平成17年４月22日に厚

生年金基金の代行部分の将来分支給義務免

除の認可を受けたことによるもの△2,022百

万円、平成18年３月31日に移行しました確

定給付企業年金の導入に伴うもの△1,021百

万円であります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 (注)1,2 1,570百万円

②利息費用 389百万円

③期待運用収益 △341百万円

④過去勤務債務の費用処理額  －百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 479百万円

⑥退職給付費用（①+②+③+④+⑤） 2,097百万円

(注) １ 簡便法を選択している連結子会社の退職給

付費用は、「①勤務費用」に計上しており

ます。 

   ２ 「①勤務費用」には、売上原価及び自社開

発のソフトウェアに計上した退職給付費用

28百万円が含まれております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間基準 

②割引率 2.1％～2.5％ 

③期待運用収益率  

  (税制適格年金) 1.0％～1.5％ 

  (厚生年金基金) 1.5％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に一括
費用処理 

⑤数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括
費用処理 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間基準 

②割引率 2.1％～2.5％ 

③期待運用収益率  

  (税制適格年金) 1.0％ 

(確定給付企業年金) 1.9％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 発生年度に一括
費用処理 

⑤数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括
費用処理 
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(１株当たり情報) 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 6,121.14円
 

１株当たり純資産額 2,987.82円
 

１株当たり当期純利益 321.38円
 

１株当たり当期純損失 2,982.86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、また、１株当たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

 

(注)  １株当たり当期純利益、１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後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 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益又は純損失（△）

(百万円) 
42,046 △378,282

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）

(百万円) 
41,966 △378,282

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） 79 －

普通株主に帰属しない金額（百万円） 79 －

普通株式の期中平均株式数(千株) 130,581 126,818

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） ― ―

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18年３月31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19年３月31日現在で

は190,200株であります。 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――――― 

 

当社は、平成19年５月１日開催の取締役会におい

て、連結子会社である株式会社クオークローン及びサ

ンライフ株式会社の２社について、再編を行うことを

決議致しました。両社は現在、国内で消費者金融業を

営んでおりますが、今般の貸金業規制法の改正を踏ま

え、今後のグループ事業展開効率化のため、新規取引

を停止するとともに、平成19年９月頃を目処に、大部

分の貸付債権を当社及び当社連結子会社であるパル債

権回収株式会社に譲渡した上、当面は一部債権の管理

業務のみを行うことを予定しております。これに伴

い、両社の営業店舗はすべて廃店となる見込みです

が、スキームの詳細については現在検討中であり、平

成20年３月期の業績に与える影響は未定であります。 

 

(開示の省略) 

リース取引、税効果会計、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。 
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５ 営業実績 

(1)営業収益 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 項目 

金額(百万円) 
構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 

営 業 貸 付 金 利 息 
償却債権及び同利息回収額 
あ っ せ ん 収 益 
債 権 管 理 回 収 高 
保 証 事 業 収 益 
そ の 他 の 金 融 収 益 

360,588
5,234
204

2,638
3,432

13

94.6
1.4
0.0
0.7
0.9
0.0

344,797 
5,340 
371 

3,239 
6,357 
159 

93.5
1.5
0.1
0.9
1.7
0.0

金 融 
事業収益 

計 372,111 97.6 360,265 97.7

商 品 売 上 高 
そ の 他 

958
8,227

0.2
2.2

373 
8,276 

0.1
2.2その他の 

事業収益 
計 9,186 2.4 8,649 2.3

合  計 381,297 100.0 368,915 100.0

(注) １ 金融事業収益の「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息などであります。 

   ２ その他の事業収益の「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 金融事業収益の「償却債権及び同利息回収額」「あっせん収益」「債権管理回収高」「保証事業収入」

及びその他の事業収益の「その他」は、連結損益計算書においては「その他の営業収益」として計上し

ております。 

    

(2)その他の指標 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 項目 

連結 単独 連結 単独 

営 業 貸 付 金 残 高 (百万円) 1,580,982 1,295,316 1,491,835 1,193,876

 
無 担 保 ロ ー ン 
有 担 保 ロ ー ン 

1,577,494
3,488

1,291,953
3,362

1,488,980 
2,854 

1,191,129
2,747

顧 客 数   (人) 2,950,145 2,309,141 2,775,290 2,124,714

 
無 担 保 ロ ー ン 
有 担 保 ロ ー ン 

2,948,737
1,408

2,307,802
1,339

2,774,099 
1,191 

2,123,585
1,129

店 舗 数   (店) 1,586 1,474 1,578 1,470

 
有 人 店 舗 

自 動 契 約 店 舗 (無 人 ) 

472

1,114

415

1,059

471 

1,107 

413

1,057

自 動 契 約 機 台 数   (台) 1,529 1,466 1,521 1,463

Ａ Ｔ Ｍ 台 数   (台) 1,694 1,694 1,682 1,682

ロ ー ン 申 込 機   (台) 1,013 1,013 983 983

社 員 数   (人) 4,985 3,582 4,961 3,544

貸 倒 償 却 額 (百万円) 116,790 90,987 135,619 111,913

貸 倒 引 当 金 残 高 (百万円) 135,673 101,500 301,207 259,200

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

又 は 当 期 純 損 失 (△ )   (円) 
321.38 313.42 △2,982.86 △2,956.51

１ 株 当 た り 株 主 資 本   (円) 6,121.14 5,950.17 2,987.82 2,841.19

(注) １ 顧客数は顧客別に名寄せした債務者数で、当社及び連結子会社ごとの顧客数の合計を記載しております。 

   ２ 自動契約機台数は、総設置台数であります。 

   ３ 社員数は就業人員数であり、出向者は出向先すなわち就業先の社員数に含めて記載しております。 

   ４ 貸倒償却額の中には、求償権の貸倒償却額を含めて記載しております。 

    ５ 貸倒引当金残高は、投資その他の資産の「その他」に計上した貸倒引当金を含めて記載しております。 




