
当連結会計年度のわが国経済は、輸出や生産に増加や持ち直しが見られる等、景気回復の兆しが一部

で見られるものの、景気の自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にありました。 

一方、消費者金融業界におきましては、利息返還請求の高止まりや、貸金業法の完全施行を見据えた

動きにより、業界各社は廃業や業容の縮小を余儀なくされ、業界大手についても経営体質の改善を迫ら

れる等、経営環境は厳しい状態でありました。こうした環境の中、当社グループでは安定した収益を確

保していくために、事業構造改革とそれに伴う抜本的なコスト削減、及び競合激化の中で効率的かつ高

品質な顧客サービスを提供する営業体制への変革が必要と判断し、平成22年１月28日に事業構造改革プ

ラン（以下、本プラン）を発表いたしました。本プランの目的は、お客様の資金ニーズへの対応という

社会的使命を堅持しつつ、貸金業法完全施行後の環境に 適な事業体制を構築するとともに、合理化効

果を極大化させることであり、「営業変革と組織再編」、「コスト構造改革」、「営業戦略の見直

し」、「グループ戦略の見直し」の４つのポイントを柱としております。 

  

当連結会計年度の事業別の状況は、次のとおりであります。 

  

金融事業につきましては、債権の良質化に向けた与信の厳格化や、貸付金利の引き下げに伴う利回り

の低下等によって、利息収入が減少したことから、当連結会計年度の金融事業収益は322,532百万円

（前年同期比14.8％減）となりました。 

  

無担保ローン事業につきましては、貸金業法の完全施行を見据え、新規顧客獲得施策の実施や優良債

権の囲い込み施策等により、債権ポートフォリオの転換を進めたほか、人員の効率化と適正配置を目的

に、平成21年３月末時点で306店ありました有人店舗を見直し、廃店及び無人化を進めてまいりまし

た。なお、有人店舗につきましては、平成23年３月末までに全国123店（平成22年３月末時点）を全廃

し、営業債権に関わる顧客管理及びマネジメント機能を、全国３ヵ所に新設する８つの「お客様サービ

スセンター」に集約することを予定しております。また、新たな有人拠点として、対面によるカウンセ

リング窓口に加え、個人事業主向けのローン販売や地域社会とのコミュニケーション拠点を志向した

「お客様サービスプラザ」を、全国に20拠点を目処に設置予定であります。 

保証事業につきましては、株式会社三井住友銀行（以下、ＳＭＢＣ）及びアットローン株式会社との

カスケード事業が収益に貢献したほか、地域金融機関への営業強化による提携先数の増加により、着実

に業容を拡大してまいりました。また、ＳＭＢＣが販売する個人向け無担保の目的ローンについては、

平成22年２月より新たに２種類の目的型ローン（マイカーローン、フリーローン）の保証受託の取り扱

いを開始し、戦略的業務提携の更なる拡充を進めております。 

なお、無担保ローン事業と保証事業につきましては、当社グループの基幹事業として位置づけ、経営

資源を重点配分し、両事業のシェア 大化に努めてまいります。また、両事業については当社のほか、

三洋信販株式会社、アットローン株式会社の３社が並存しておりますが、集約化によるコスト効率向上

を目的に、三洋信販株式会社については平成22年10月１日を目処に吸収合併し、アットローン株式会社

については平成23年４月１日を目処に吸収合併を予定しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

1)当期の経営成績

①金融事業
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サービサー事業につきましては、パル債権回収株式会社及び三洋信販債権回収株式会社（以下、サー

ビサー２社）が、グループ会社や金融機関等からの債権買取や回収業務の受託を行っており、順調に業

容を拡大してまいりました。また、サービサー２社につきましては、平成22年４月１日に合併を行い、

アビリオ債権回収株式会社として、新たに営業を開始しております。今後は、小口債権から大口債権ま

でのあらゆる市場ニーズに対応したサービサー会社として、業界Ｎｏ．１の総合サービサーを目指して

まいります。 

また、海外事業につきましては、香港とタイの２ヵ国に現地法人を設立し、無担保ローン事業を展開

しており、順調に業容を拡大してまいりました。今後は、香港現地法人を海外事業のヘッドクォーター

とし、ＳＭＢＣとの連携を強化しつつ、アジア・中国を中心に新たな地域への進出を進めてまいりま

す。 

  

当社グループでは、無担保ローン事業で培った経営資源やノウハウを活用し、自社ＡＴＭの開放提携

事業や、金融業向けシステム開発事業等に取り組んでおります。このような取り組みの結果、当連結会

計年度のその他の事業収益は、16,449百万円（前年同期比77.5％増）となりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの営業収益は338,982百万円（前年同期比12.6％減）、

営業利益は18,493百万円、経常利益は17,929百万円、当期純利益は14,566百万円となりました。 

  
  

次期のわが国経済の見通しといたしましては、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益の改善が続

く中、政府の緊急経済対策の効果等により、景気の持ち直しが期待されますが、一方で世界景気の下振

れ懸念やデフレ影響等、景気を下押しするリスクも抱えております。 

また、消費者金融業界におきましては、利息返還請求の高止まりや、貸金業法完全施行による影響に

より、業界の再編・淘汰は、これまで以上に加速することが予想されます。 

当社グループでは、事業構造改革プランの推進に努め、今後の環境変化に耐えうる強固な経営体質の

早期確立を目指してまいりますが、貸金業法完全施行による影響等、不確定な点が多いことから、現時

点で合理的な業績予想が困難であり、次期の見通しについては未定とさせていただきます。なお、期中

において業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
  

  

②その他の事業

2)次期の見通し
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①当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。 

  

当社グループの当連結会計年度末における総資産は、営業貸付金残高が、前連結会計年度末比

241,445百万円の減少となる一方で、貸倒引当金の取崩しを行ったこと等により、前連結会計年度末比

189,789百万円減少(△10.8％)して1,563,843百万円となりました。 

負債は、営業貸付金残高の減少に伴って資金調達残高が、前連結会計年度末比127,129百万円の減少

となり、また、流動負債及び固定負債の利息返還損失引当金残高が90,322百万円、事業整理損失引当金

が10,176百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末比206,205百万円減少(△14.0％)し

て1,264,236百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度の当期純損失から当連結会計年度は当期純利益に転換し、利益剰余金が

14,643百万円増加し、また、投資有価証券の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が2,240百万

円増加したこと等から、前連結会計年度末比16,416百万円増加(5.8％)して299,606百万円となりまし

た。 

  

②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4,100百万円

増加(2.9％)し、147,074百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、177,946百万円の収入となりました。これは、税金等調整前

当期純利益12,895百万円、営業貸付金の減少241,445百万円、債権流動化債務の増加61,000百万円等の

資金増加要因と、非資金科目である利息返還損失引当金の減少90,322百万円、貸倒引当金の減少50,150

百万円等の資金減少要因によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、11,270百万円の収入となりました。これは主に、有価証券勘

定の減少による収入11,900百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、185,642百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入

金の純減額125,948百万円、社債の償還による支出57,200百万円等であります。 

  

当社では、株主の皆様への利益還元を重要な経営目標として取り組んでおります。そのため、利益配

分につい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。 

当期は中間配当を実施しておりませんが、１株につき10円の期末配当を実施させていただく予定で

す。当期は概ね期初の連結業績見通しを達成し、本来20円の期末配当を見込んでおりましたが、平成22

年６月に実施される貸金業法の 終施行、とりわけ総量規制がほぼ完全な形で実施される見込みとなっ

たことにより、平成23年３月期の連結業績は極めて厳しいものになることが予想されることから、当面

は、可能な限り内部留保を確保することを考慮せざるを得ないためです。したがって、誠に遺憾なが

ら、次期の配当については、中間、期末ともに無配とさせていただく予定です。当社では、本年１月に

策定した事業構造改革プランを着実に実行することによって、業績を可能な限り早期に回復させ、株主

の皆様のご期待に応えて安定的な配当を再開できるよう 大限の取組みを行う所存です。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があると考えられる主要なリスク事項に

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きま

しても、投資判断、または事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につきましては、投資家に対

する情報開示の観点から併記しております。 

当社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22年３月末現在において判断したものであります。 

  

1) 法的規制等に関するリスクについて 

①業務規制等に関するリスクについて 

当社グループでは、貸金業の業務について「貸金業法」の適用を受けております。 

同法は、平成18年12月に、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、（中略）

貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済

の適切な運営に資する」ことを目的として、それまでの規制法から、他の金融法令と同様に金融庁所

管の業法として改正成立し、その内容が大幅に改正されております。また、その施行については、平

成19年１月から４段階に分けて施行されることとなっており、平成22年３月末現在では、既に３段階

目まで施行されております。 

今後は、平成22年６月を 終期限として、完全施行となる４段階目の改正が施行される予定であ

り、総量規制の導入、事前書面交付義務の導入、貸金業務取扱主任者の必置化、財産的基礎要件の引

き上げ（５千万円）等が予定されております。また、平成22年３月末現在、貸金業法の附則第67条第

１項及び第２項に基づき、金融庁内に設置された貸金業制度に関するプロジェクトチームにおいて、

完全施行の円滑な実施に向けた見直し施策について検討がなされており、この結果により法令等が改

正される可能性があります。 

当社グループでは、このような状況を踏まえ、貸金業法の改正に適切に対応するための態勢整備を

進めているところであります。 

しかしながら、上記の他に、新たに法令等の改正が行われ、業務規制が強化された場合には、当社

グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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②金利に関するリスクについて 

当社グループでは、貸付金利について「出資法」及び「利息制限法」の適用を受けております。 

出資法では、貸付金利の上限は、年29.2％と規制されております。また、利息制限法においては、

年20.0％（元本が10万円未満の場合。元本が10万円以上100万円未満の場合は18.0％、元本が100万円

以上の場合は15.0％）を超える部分の返済は無効とされておりますが、貸金業法第43条の規定によ

り、お客様が任意で支払いをしていること及び同法第17条並びに第18条に定める書面を交付している

ことの要件を充足している場合は、利息制限法第１条第１項の規定にかかわらず、有効な利息の債務

の弁済とされております（みなし弁済規定）。平成22年６月に予定されている貸金業法の完全施行時

には、みなし弁済規定の廃止のほか、出資法の上限金利を利息制限法の金利と同水準（年20.0％）ま

で引き下げることとされております。 

当社では、利息制限法及び今後の出資法の改正を踏まえ、平成19年12月19日より、新規にご契約い

ただくお客様に年率17.8％以下の商品を提供するとともに、既存のお客様については、取引状況等に

応じた金利の引き下げを行っております。なお、平成22年３月末現在、当社グループ各社において

も、新規にご契約いただくお客様については利息制限法の上限金利以下の商品を提供しております。

しかしながら、今後、法令等の改正によって利息制限法、及び出資法の上限金利が、現在改正を予

定している上限金利よりも、更に引き下げられた場合は、当社グループの業績、及び事業展開に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

③利息返還請求の増加に関するリスクについて 

当社グループが、金利の引き下げ前に契約を締結した商品の中には、利息制限法の上限金利を超過

している商品があります。 

利息制限法の上限金利を超過している部分の支払については、平成18年１月に 高裁で、約定利息

の返済が遅れた場合に期限の利益を喪失する契約条項が付されている場合は、利息制限法超過部分の

支払を強制することから、任意性を要件とするみなし弁済の要件が充たされていないとの判断が下さ

れました。また、平成21年１月には、利息返還請求権にかかる時効は、個別取引における利息返還請

求権の発生時点からではなく、取引終了時点から進行するという 高裁の判断が下されました。 

こうした状況に対して、当社グループでは、平成22年３月期に総額で311,076百万円の利息返還請

求にかかる引当を実施し、将来発生する利息返還請求の増加リスクに対応しております。 

しかしながら、今後、想定以上に利息返還請求が増加した場合や、 高裁において、新たに貸金業

者に不利となる判断が下された場合や、法令等が新たに改正された場合は、当社グループの業績、及

び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 
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④その他の関連法令に関するリスクについて 

当社グループの総合あっせん事業、及び個品あっせん事業は、「割賦販売法」の適用を受けてお

り、各種規制（取引条件の表示、書面の交付、支払能力を超える購入の防止等）に従って事業を行っ

ております。平成21年12月には、割賦販売法の一部を改正する法律が施行されたことを受け、社内規

程の見直しを行う等、体制整備に取り組んでおります。 

その他、当社グループの事業は、様々な法令の影響を受けており、今後、新たな法令が制定された

場合や、既存の法令が改正された場合には、当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

2)多重債務者問題による貸付債権に関するリスクについて 

平成18年に成立した貸金業法は、多重債務者問題の解決を一つの柱として改正議論が進められまし

た。貸金業法の成立後、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策

本部が設置され、平成19年４月には「多重債務問題改善プログラム」が公表されるなど、関係各所と

の連携を強化した取組みが推進されております。業界内においては、認可団体である日本貸金業協会

が、行政並びに協会員である貸金業者等と連携し、消費者金融の利用に関する基礎知識の普及・啓発

活動や、苦情相談窓口による債務相談の実施を通じ、多重債務者問題の解決に取り組んでおります。

当社グループにおいても、個々のお客様の状況に応じ、返済相談を実施し、返済計画を見直すなど、

お客様の多重債務化の抑制に努めております。 

また、上記のとおり多重債務者対策に取り組む一方で、貸付債権の悪化による貸倒の発生リスクに

備えるため、貸付債権の状況及び貸倒実績に応じ、必要と見込まれる貸倒引当金を計上しておりま

す。 

しかしながら、今後の経済情勢等の悪化により、多重債務者が増加し、貸倒償却が想定する範囲を

超えた場合は、当社グループの業績、及び事業展開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について 

当社グループの主力事業である無担保ローン事業については、お客様の信用状態に応じてローンを

提供する業務上、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。

当社グループでは、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状況の監視、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。さらに、他社で発生した事例を研究し、同様の事象が発生しないよう未然防止

措置を講じるなどして、情報管理の向上に努めております。なお、平成18年10月より当社は、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。 
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しかしながら、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、当社グルー

プの業績、及び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」が施行されておりますが、個人情報取扱事業者

（当社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監督官庁への

一定の報告義務が課されております。また、監督官庁は、個人情報取扱事業者が同法の一定の義務に

反した場合において、個人の権利・利益を保護する必要があると認めるときは、必要な措置を講じる

よう勧告、または命令することができるとされており、当社グループでは、同法及び関連ガイドライ

ン等に適切に対応しております。 

しかしながら、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

規制された場合は、当社グループの業績、及び事業展開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について 

貸金業法の完全施行の影響から、業界の淘汰・再編は着実に進んでおり、貸金業登録業者数につい

ても貸金業法成立前に比べ減少しております。 

しかしながら、潤沢な資本力を持つ新たな競合の新規参入や、大規模な資本提携、またはＭ＆Ａに

よって競争環境がこれまで以上に激化した場合は、当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

5）重要な訴訟事件等に関するリスクについて 

当社グループは、無担保ローン事業を中心に国内外で事業を展開しておりますが、これらに関連し

て、取引先・顧客・提携先・従業員等より訴訟や法的手続等を受ける可能性があります。当社グルー

プが当事者となっている、または今後、当事者となる可能性のある訴訟、及び法的手続の発生や結果

を予測することは困難ではありますが、不利な結果が生じた場合は、当社グループの業績、及び事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  

6)資金調達に関するリスクについて 

①資金調達及び調達金利について 

当社グループでは、資金調達リスクの 小化を企図し、長期資金での調達を基本戦略におき、金融

機関等からの借入や国内外市場での社債の発行等、直接・間接調達市場における資金調達手法の多様

化を図っております。また、金利上昇リスクを 小化するため、固定金利での調達を基本とし、金利

スワップ取引による変動金利調達の固定金利化にも取り組み、外貨調達時には通貨スワップ取引によ

って為替変動リスクをヘッジする等、調達の安定化と調達コストの低減を図っております。 

しかしながら、金融市場の混乱や当社グループの業績悪化等によって金融機関が貸出方針を変更し

た場合や、市場心理が後退した場合、及び、市中金利の上昇や格付機関の信用格付が引き下げられる

等、調達環境の悪化が想定の範囲を著しく逸脱する場合は、機動的な調達が困難になるほか、調達コ

ストが増加する可能性があり、当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

②資金調達に係る財務制限条項について 

当社グループの借入の一部には、財務制限条項が付されているものがあり、これに抵触し且つ貸付

人より請求があった場合は、期限の利益を喪失し、当該借入を一括返済することとなっております。
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7）株価の下落に関するリスクについて 

当社グループでは、取引先・金融機関等との中長期的な友好関係の維持の観点から、市場性のある

有価証券を保有しております。これら有価証券は一般的に価格が変動するため、今後、株価が大幅に

下落した場合、その程度によっては、売却損や評価損の計上を強いられる可能性もあり、当社グルー

プの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  

8）退職給付債務等の変動に関するリスクについて 

当社グループの退職給付費用や債務は、年金資産の時価や期待運用利回り、また将来の退職給付債

務算出に用いる年金数理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、実際の結果が前提条件と異な

る場合や前提条件に変更があった場合は、追加損失が発生し、当社グループの業績、及び事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

9）システムトラブルに関するリスクについて 

当社グループでは、事業の拡大に伴いＩＴ化を進めた結果、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

生した場合は、当社グループに直接損害が生じるほか、当社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。 

  

10)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 

当社グループは、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、ＳＭＦＧ）との業務・資本提

携を通じ、同社並びにそのグループ企業と戦略的業務提携を推進しております。 

当社グループは、ＳＭＦＧの一員として平成22年３月末現在で270,571百万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って、当初の計画どおりに事業が進捗しない場合は、

当社グループの業績やＳＭＢＣとの融資取引等に影響を及ぼす可能性があります。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、当社が発行する総株式数の一定割合以上の株式を、

ＳＭＢＣが保有した場合は、当社また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。 
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11）カントリーリスクについて 

当社グループでは、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、損失の発生や事業の継続が

困難となる可能性があります。その場合は、当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

12)グループ戦略及び業績の推移について 

当社グループでは、事業環境等を勘案しながら、ＳＭＦＧ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

場合は、当社グループの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

また、企業価値を高める手法として、既存事業の拡大・収益基盤の多角化を意図して、企業買収や

共同出資関係を含めた業務提携等を行ってきており、今後も行っていく可能性があります。その場

合、多額の資金投入や、のれんの償却等によって、当社グループの業績に一時的に影響を及ぼす可能

性があります。なお、このような意思決定の際には、対象企業の事業内容や契約関係、財務内容等に

ついて、詳細なデューデリジェンスを実施してリスクを回避するよう十分検討を行いますが、偶発債

務及び未認識債務等が発生した場合や、当初見込んだとおりの効果を発揮できない場合は、当社グル

ープの業績、及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 
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(1) 当社グループは、平成22年３月31日時点において、プロミス株式会社、連結子会社14社、非連結子会

社８社、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（消費者金融事業）を行っております。 

国内におきましては、プロミス株式会社、三洋信販株式会社（連結子会社）、アットローン株式会社

（連結子会社）、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事業を営んでおりま

す。また、株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス（連結子会社）、ポケットカード株式会社（連結子会

社）及び株式会社エージーカード（連結子会社）が信販事業を営んでおります。今後は、重複事業を整理

統合し効率化を進め、グループ全体での収益力強化を図ります。 

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）が消費者金融事業を営んでおります。また、良京實業股份有限公司

（連結子会社）は、台湾においてサービサー事業を営んでおります。 

  

なお、プロミス株式会社、三洋信販株式会社、アットローン株式会社、株式会社モビット、ポケットカ

ード株式会社では、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、サービサー事業を営んでおりますパル債権回収株式会社（連結子会社）及び三洋信販債権回収株

式会社（連結子会社）は平成22年４月１日付で合併し、新たにアビリオ債権回収株式会社として営業を開

始しております。 

  

その他の事業 

上記の他、当社グループは、本業の消費者金融事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いるほか、株式会社シー・ヴィ・シー（非連

結子会社）は総合調査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。 

  

2. 企業集団の状況
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［国内関係会社］ 

 
  

［海外関係会社］ 

 
  

  

  

  

関係会社名 住所 主な事業内容 摘要

朝日エンタープライズ株式会社 東京都千代田区 三洋信販㈱への投資 連結子会社

カーコンビニ倶楽部株式会社 東京都中央区 自動車整備業、板金塗装業 連結子会社

株式会社全日本情報センター 東京都千代田区 有価証券の保有 子会社

株式会社カーイチ 東京都中央区 自動車オークション業 子会社

株式会社カーライフネット 東京都中央区 自動車パーツ取付サービス業 子会社

三洋エンタープライズ株式会社 福岡市博多区 保険代理店業 子会社

一般社団法人パルアセット 東京都中央区
譲渡担保権対象の自動車に関する所有

権管理
子会社

関係会社名 住所 主な事業内容 摘要

PROMISE (EUROPE) S.A.
フランス
リラダン市

ゴルフ場の経営 子会社

PAL Investment (Cayman) Co.,Ltd. 英国領ケイマン諸島 中国への投資 子会社
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(2) 当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

(□は連結子会社、○は持分法適用関連会社) 

  

 

  

(注)  パル債権回収㈱及び三洋信販債権回収㈱は平成22年４月１日付で合併し、新たにアビリオ債権回収株式会社と

して営業を開始しております。 
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(3) 関係会社の状況は、次のとおりであります。 

  

 
  

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容
議決権の
所有割合

関係内容

役員の
兼任等

資金援助
営業上の 
取引

設備の
賃貸借

（連結子会社）

三洋信販㈱
(注)１,３,４,５

福岡市 
博多区 
東京都 
千代田区

百万円

16,268
消費者金融事業

100.0%
(100.0%)

７名
(２名)

― 代理店業務
事務所等
の賃貸借

アットローン㈱ 
(注)１

東京都 
港区

百万円

10,912
消費者金融事業 50.0%

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

―

ポケットカード㈱
(注)１,３,４,５,６

東京都 
港区

百万円

11,268
クレジット
カード事業

42.0%
(42.0%)

２名
(―名)

―
ATMネットワ
ークの提携

―

㈱Ｄｏフィナン
シャルサービス

東京都 
港区

百万円

5,000
信 販 事 業 100.0%

７名
(４名)

同社への 
資金貸付

ATMネットワ
ークの提携

―

㈱エージーカード
(注)５

福岡市 
博多区

百万円

400
クレジット
カード事業

66.0%
(66.0%)

―名
(―名)

―
ATMネットワ
ークの提携

―

パル債権回収㈱
東京都 
千代田区

百万円

500
サービサー事業 100.0%

８名
(４名)

同社への 
資金貸付

─
事務所等
の賃貸

三洋信販債権回収㈱
東京都 
港区

百万円

500
サービサー事業 100.0%

２名
(─名)

― ― ―

㈱パルライフ
東京都 
千代田区

百万円

3,000
不  動 産
管 理 事 業

100.0%
５名
(３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

100.0%
６名
(２名)

―
システム開
発

事務所等
の賃貸

カーコンビニ
倶楽部㈱

(注)５

東京都 
中央区

百万円

10

自 動 車 整 備
業、板 金 塗 装
業

100.0%
(100.0%)

６名
(４名)

同社への 
資金貸付

― ―

朝日エンター
プライズ㈱

東京都 
千代田区

百万円

63
三洋信販㈱へ
の投資

100.0%
５名
(３名)

同社への 
資金貸付

― ―

PROMISE(HONG KONG)
CO.,LTD.

中国 
香港

千香港ドル

45,000
消費者金融事業 100.0%

４名
(３名)

─ ― ―

良京實業
股份有限公司

台湾 
台北市

千台湾ドル

290,000
サービサー事業 100.0%

５名
(３名)

― ― ―

PROMISE(THAILAND)
CO.,LTD.

 
タイ 
バンコク
 

千タイバーツ

1,000,000
消費者金融事業 100.0%

３名
(２名)

同社への 
債務保証

― ―
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(注)  １  特定子会社であります。 

２  共同支配企業であります。 

３  有価証券報告書の提出会社であります。 

４  営業収益（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結営業収益に占める割合が10％を超えておりますが、

当該連結子会社は、有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

５  「議決権の所有割合」欄の（  ）内は間接所有割合であります。 

６   持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

７  「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。 

  

  

その他の関係会社 

 
(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 有価証券報告書の提出会社であります。 

  

  

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容
議決権の
所有割合

関係内容

役員の
兼任等

資金援助
営業上の 
取引

設備の
賃貸借

（持分法適用関連会社）

㈱モビット
(注)２,５

東京都 
新宿区

百万円

20,000 消費者金融事業
50.0%
( 5.0%)

５名
(１名)

―
ATMネットワ
ークの提携

―

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権
の被所 
有割合

関係内容

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

2,337,895
銀行持株会社

22.0%
(22.0%)

― ― ― ―

㈱三井住友銀行
(注)２

東京都
千代田区

百万円

1,770,996
銀  行  業 22.0% ― ―

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

―
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当社グループでは、「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」を企業理念として定めており、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、お客様一人ひとりの財務面に対して、アドバイスやサポートができる「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。また、こうした企業理念、長期ビジョンに

基づく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

信頼と期待に答え、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。 

  

当社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、その向上に努めてまいります。 

  

当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しく、貸金業法の完全施行を背景とした利回りの低下や

残高減少等、収入の減少要因がある一方で、利息返還請求が依然として高水準の状況にあり、大きな費

用負担となっております。こうした厳しい経営環境の変化に対応し、今後、安定した収益を確保してい

くために、当社グループでは、事業構造改革プランとして、事業構造改革とそれに伴う抜本的なコスト

削減、及び競合激化の中で効率的かつ高品質な顧客サービスを提供する営業体制への変革を進めており

ます。具体的には、以下の４つのポイントを柱に推進してまいります。 

ⅰ．営業変革と組織再編を実施し、業務の効率化を推進するとともに、お客様へ提供するサービスの一

層の向上を目指します。 

ⅱ．コスト構造改革により、貸金業法完全施行後の環境に適応した筋肉質な体質となるよう、大幅なコ

スト削減を実現いたします。 

ⅲ．営業戦略の見直しでは、無担保ローン事業及び保証事業を基軸事業として経営資源を重点配分し、

ノンバンクの中で両事業のシェア 大化を目指します。 

ⅳ．グループ戦略については、ノウハウが乏しく業績改善に時間を要する事業分野からは撤退する一

方、グループ内における重複業務の効率化を進め、収益力の強化を図ります。 

  

当社グループでは、今後の厳しい経営環境に対して、重要な経営課題である事業構造改革プランを不

退転の決意を持って完遂し、強固な経営体質を早期に確立することで、中長期的には更なる飛躍を実現

し、質・量ともにＮｏ．１コンシューマーファイナンスカンパニーを目指します。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 126,580 138,772

受取手形及び売掛金 ※1  428 ※1  672

営業貸付金 ※2, ※4, ※10, ※11  1,539,430
※2, ※4, ※5, ※10, ※11

1,297,985

割賦売掛金 83,212 ※3, ※5  78,843

有価証券 11,900 －

買取債権 25,509 27,774

短期貸付金 ※12  23,015 ※12  11,548

繰延税金資産 5,814 8,464

求償債権 28,134 32,453

その他 ※4  30,487 ※4  46,701

貸倒引当金 ※14  △295,578 ※14  △245,372

流動資産合計 1,578,934 1,397,844

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,918 28,302

減価償却累計額 △17,469 △17,340

建物及び構築物（純額） 12,449 10,961

機械、運搬具及び工具器具備品 25,710 23,832

減価償却累計額 △21,104 △20,611

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 4,606 3,220

土地 49,960 49,663

リース資産 309 602

減価償却累計額 △77 △259

リース資産（純額） 232 343

建設仮勘定 23 －

有形固定資産合計 67,271 64,188

無形固定資産   

ソフトウエア 13,564 10,894

のれん 54,200 47,823

その他 206 178

無形固定資産合計 67,971 58,896

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4, ※6  21,398 ※4, ※6  24,212

繰延税金資産 2,348 4,036

その他 ※4, ※7  15,707 ※4, ※7  14,665

投資その他の資産合計 39,454 42,914

固定資産合計 174,697 165,998

資産合計 1,753,632 1,563,843
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,565 11,817

短期借入金 148,403 152,203

1年内返済予定の長期借入金 ※4, ※9  211,537 ※4  236,908

コマーシャル・ペーパー 20,500 11,700

1年内償還予定の社債 57,200 74,100

未払法人税等 2,269 1,601

賞与引当金 3,572 2,949

ポイント引当金 809 690

債務保証損失引当金 17,443 18,668

利息返還損失引当金 87,594 73,108

債権売却損失引当金 1,112 －

事業整理損失引当金 10,176 －

事業再構築引当金 391 3,292

その他 19,903 39,907

流動負債合計 592,478 626,946

固定負債   

社債 279,537 205,456

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 ※4, ※9  352,660 ※4  201,341

債権流動化債務 11,000 ※5  72,000

繰延税金負債 － 788

退職給付引当金 7,326 5,581

役員退職慰労引当金 375 －

利息返還損失引当金 183,353 107,517

その他 1,709 2,603

固定負債合計 877,963 637,289

負債合計 1,470,442 1,264,236

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 127,332 127,332

利益剰余金 98,222 112,866

自己株式 △57,425 △57,425

株主資本合計 248,867 263,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,463 776

為替換算調整勘定 △5,230 △4,947

評価・換算差額等合計 △6,694 △4,171

新株予約権 － 23

少数株主持分 41,016 40,243

純資産合計 283,189 299,606

負債純資産合計 1,753,632 1,563,843
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 322,849 261,479

その他の金融収益 ※1  659 ※1  131

商品売上高 620 3,191

その他の営業収益 63,821 74,179

営業収益合計 387,950 338,982

営業費用   

金融費用 ※2  22,034 ※2  20,444

商品売上原価 545 632

その他の営業費用   

広告宣伝費 13,361 9,636

貸倒引当金繰入額 169,223 127,833

ポイント引当金繰入額 808 637

債務保証損失引当金繰入額 15,792 16,954

利息返還損失引当金繰入額 103,023 24,611

債権売却損 1,380 6,735

従業員給料及び賞与 30,270 26,950

賞与引当金繰入額 4,022 2,952

退職給付費用 5,763 3,433

役員退職慰労引当金繰入額 76 －

福利厚生費 4,880 4,288

賃借料 10,073 8,528

減価償却費 7,959 7,602

支払手数料 33,383 29,981

通信費 5,527 5,087

のれん償却額 6,376 6,376

その他 21,482 17,801

その他の営業費用計 433,407 299,411

営業費用合計 455,987 320,488

営業利益又は営業損失（△） △68,037 18,493

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,283 377

受取保険金及び配当金 166 158

投資事業組合運用益 1 －

持分法による投資利益 1,278 301

その他 530 552

営業外収益合計 3,260 1,390

営業外費用   

支払利息 1,321 857

支払手数料 500 －

貸倒引当金繰入額 821 512

事務所移転費用 68 162

その他 232 423

営業外費用合計 2,943 1,955

経常利益又は経常損失（△） △67,720 17,929
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 651 40

事業譲渡益 ※3  3,192 －

賞与引当金戻入額 107 686

清算配当金 － 546

その他 283 72

特別利益合計 4,236 1,346

特別損失   

固定資産除却損 ※4  1,648 ※4  972

固定資産売却損 ※5  141 ※5  120

減損損失 ※6  452 ※6  578

債権売却損失引当金繰入額 ※7  1,112 －

投資有価証券評価損 3,278 6

関係会社株式評価損 ※8  5,371 ※8  370

関係会社株式売却損 － 626

事業再編損 ※9  1,553 ※9  60

事業再構築引当金繰入額 － ※10  3,292

関係会社支援損 276 －

その他 421 351

特別損失合計 14,256 6,379

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△77,740 12,895

法人税、住民税及び事業税 5,282 3,101

法人税等調整額 40,369 △4,378

法人税等合計 45,652 △1,277

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,729 △393

当期純利益又は当期純損失（△） △125,122 14,566
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 80,737 80,737

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 80,737 80,737

資本剰余金   

前期末残高 138,413 127,332

当期変動額   

連結子会社の減少による資本剰余金の減少 △11,076 －

自己株式の処分 △3 －

当期変動額合計 △11,080 －

当期末残高 127,332 127,332

利益剰余金   

前期末残高 217,327 98,222

当期変動額   

剰余金の配当 △5,072 －

連結子会社の増加による利益剰余金の増加 － 77

連結子会社の減少による利益剰余金の増加 11,076 －

当期純利益又は当期純損失（△） △125,122 14,566

その他 13 －

当期変動額合計 △119,104 14,643

当期末残高 98,222 112,866

自己株式   

前期末残高 △57,424 △57,425

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △0

自己株式の処分 5 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △57,425 △57,425

株主資本合計   

前期末残高 379,054 248,867

当期変動額   

剰余金の配当 △5,072 －

連結子会社の減少による資本剰余金の減少 △11,076 －

連結子会社の増加による利益剰余金の増加 － 77

連結子会社の減少による利益剰余金の増加 11,076 －

当期純利益又は当期純損失（△） △125,122 14,566

自己株式の取得 △5 △0

自己株式の処分 1 －

その他 13 －

当期変動額合計 △130,186 14,643

当期末残高 248,867 263,511
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 96 △1,463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,560 2,240

当期変動額合計 △1,560 2,240

当期末残高 △1,463 776

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △7 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 －

当期変動額合計 7 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 172 △5,230

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,403 283

当期変動額合計 △5,403 283

当期末残高 △5,230 △4,947

評価・換算差額等合計   

前期末残高 262 △6,694

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,956 2,523

当期変動額合計 △6,956 2,523

当期末残高 △6,694 △4,171

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 23

当期変動額合計 － 23

当期末残高 － 23

少数株主持分   

前期末残高 39,568 41,016

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,447 △773

当期変動額合計 1,447 △773

当期末残高 41,016 40,243
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 418,885 283,189

当期変動額   

剰余金の配当 △5,072 －

連結子会社の減少による資本剰余金の減少 △11,076 －

連結子会社の増加による利益剰余金の増加 － 77

連結子会社の減少による利益剰余金の増加 11,076 －

当期純利益又は当期純損失（△） △125,122 14,566

自己株式の取得 △5 △0

自己株式の処分 1 －

その他 13 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,509 1,773

当期変動額合計 △135,695 16,416

当期末残高 283,189 299,606
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△77,740 12,895

減価償却費 7,959 7,602

減損損失 452 578

のれん償却額 6,376 6,376

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,052 △50,150

賞与引当金の増減額（△は減少） △198 △648

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 2,540 1,225

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 15,681 △90,322

債権売却損失引当金の増減額（△は減少） 1,112 △1,112

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 10,176 △10,176

事業再構築引当金の増減額（△は減少） △5,685 2,901

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,745 △1,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 37 △330

受取利息及び受取配当金 △1,283 △923

支払利息 1,321 857

持分法による投資損益（△は益） △1,278 △301

投資有価証券売却損益（△は益） △649 △37

投資有価証券評価損益（△は益） 3,278 6

関係会社株式売却損益（△は益） △3,192 626

関係会社株式評価損 5,371 370

固定資産除売却損益（△は益） 1,706 1,046

営業貸付金の増減額（△は増加） 204,882 241,445

売上債権の増減額（△は増加） △15,531 4,166

求償債権の増減額（△は増加） △5,800 △4,319

買取債権の増減額（△は増加） 1,789 △2,265

仕入債務の増減額（△は減少） △582 △36

債権流動化債務の増減額（△は減少） 11,000 61,000

その他 892 2,964

小計 120,328 181,691

利息及び配当金の受取額 1,265 886

利息の支払額 △1,321 △857

法人税等の支払額 △9,284 △3,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,987 177,946
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △4,984 1,444

有価証券の増減額（△は増加） △900 11,900

有形固定資産の取得による支出 △2,076 △659

有形固定資産の売却による収入 607 329

無形固定資産の取得による支出 △7,020 △3,038

無形固定資産の売却による収入 1,611 0

投資有価証券の取得による支出 △1,891 －

投資有価証券の売却による収入 888 85

関係会社株式の取得による支出 △2,464 △87

関係会社株式の売却による収入 63 1,041

関係会社株式の売却による支出 ※2  △15,581 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ ※2  △76

貸付けによる支出 △8,220 △667

貸付金の回収による収入 9,387 259

その他 670 738

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,911 11,270

財務活動によるキャッシュ・フロー   

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,500 △8,800

短期借入れによる収入 161,645 405,386

短期借入金の返済による支出 △249,916 △398,725

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △80 △98

長期借入れによる収入 162,760 100,327

長期借入金の返済による支出 △205,456 △226,275

社債の発行による収入 41,861 －

社債の償還による支出 △38,200 △57,200

自己株式の売却による収入 1 －

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 △5,072 △293

少数株主への配当金の支払額 △261 △1

その他 － 38

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,225 △185,642

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,292 371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,442 3,946

現金及び現金同等物の期首残高 205,052 142,974

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 153

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 364 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  142,974 ※1  147,074
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前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日) 

平成13年３月期及び平成14年３月期に株式交換により取得した㈱タンポート及びサンライフ㈱は、「株式交

換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続」（ 終改正 平成13年２月14

日 会計制度委員会研究報告６号）に基づき処理を行い、その後も現在までこの処理を引き継いでおりました。

当社は、当連結会計年度に上記の２社の保有株式をすべて売却し、平成13年３月期及び平成14年３月期に行っ

た処理を解消させたことにより、連結上の資本剰余金が減少し、同額の利益剰余金が増加しております。 

  

該当事項はありません。 

【連結株主資本等変動計算書の欄外注記】

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 16社

連結子会社名

国内：

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、㈱Ｄoフィナンシ

ャルサービス、朝日エンタープ

ライズ㈱、三洋信販㈱、ポケッ

トカード㈱、㈱エージーカー

ド、三洋信販債権回収㈱、三洋

アセットマネジメント㈲、ポケ

ット・ダイレクト㈱、買う市㈱

(平成20年11月１日㈱カウイチ

より商号変更)
海外：
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD．、 

良京實業股份有限公司、  

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 

なお、前連結会計年度まで連結の

範囲に含めておりました、㈱タンポ

ート及びサンライフ㈱は平成21年３

月31日付で当社が保有する全株式を

売却したため連結の範囲から除いて

おります。

(1) 連結子会社の数 15社

連結子会社名

国内：

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、㈱Ｄoフィナンシ

ャルサービス、朝日エンタープ

ライズ㈱、三洋信販㈱、ポケッ

トカード㈱、㈱エージーカー

ド、三洋信販債権回収㈱、ポケ

ット・ダイレクト㈱、カーコン

ビニ倶楽部㈱
海外：
PROMISE(HONG KONG)CO.,LTD．、 

良京實業股份有限公司、  

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 

当連結会計年度より、重要性が増

したため、カーコンビニ倶楽部㈱を

連結の範囲に含めております。

また、前連結会計年度まで連結の

範囲に含めておりました、買う市㈱

は平成21年10月１日付で全株式を売

却したため、三洋アセットマネジメ

ント㈲は平成22年３月15日付で清算

したため、連結の範囲から除いてお

ります。

なお、当連結会計年度まで連結の

範囲に含めておりますポケット・ダ

イレクト㈱(２月決算会社)は、平成

22年３月１日付で、ポケットカード

㈱を存続会社とする吸収合併により

消滅しております。

(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

同左

(連結の範囲から除いた理由)

同左
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項目

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

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

なお、前連結会計年度まで持分法

の適用範囲に含めておりました、エ

ス・ピー・エフ㈱(平成20年５月27

日付で住商ポケットファイナンス㈱

より商号変更)は連結子会社である

㈱Ｄoフィナンシャルサービスを存

続会社とする吸収合併により平成20

年12月１日をもって解散しておりま

す。

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

会社名：㈱モビット

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社(PROMISE(EUROPE)S.A.他)は、

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

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

買う市㈱ 12月31日

PROMISE(HONG KONG)CO.,
LTD.

12月31日

良京實業股份有限公司 12月31日

PROMISE(THAILAND)CO.,
LTD.

12月31日

ポケットカード㈱ ２月28日

ポケット・ダイレクト㈱ ２月28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

カーコンビニ倶楽部㈱ 12月31日

PROMISE(HONG KONG)CO.,  
LTD.

12月31日

良京實業股份有限公司 12月31日

PROMISE(THAILAND)CO.,  
LTD.

12月31日

ポケットカード㈱ ２月28日

ポケット・ダイレクト㈱ ２月28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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券

同左

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

③ 買取債権

主に個別法による原価法に 

よっております。

③ 買取債権

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
(リース資産を除く。)

建物(建物附属設備は除く。)

ａ 平成10年３月31日以前に取得

したもの

旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したも

の

主に旧定額法によっておりま

す。

ｃ 平成19年４月１日以後に取得

したもの

主に定額法によっておりま

す。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得

したもの

旧定率法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得

したもの

定率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  
(リース資産を除く。)

同左

② 無形固定資産
(リース資産を除く。)
定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(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
(リース資産を除く。)

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法によっ

ております。

③ リース資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法

① 社債発行費

支出時に全額費用として処理

しております。

② 株式交付費

支出時に全額費用として処理

しております。

① 社債発行費

同左

 

② 株式交付費

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

営業貸付金等の債権の貸倒れ

に備えるため、一般債権につき

ましては、貸倒実績率等を勘案

し必要と認められる額を、貸倒

懸念債権等特定の債権につきま

しては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上し

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 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。

③ 役員賞与引当金

同左

④ ポイント引当金

一部の連結子会社は、カード

利用促進を目的とするポイント

制度に基づき、カード会員に付

与したポイントによる費用負担

に備えるため、当連結会計年度

末における費用負担見込額を計

上しております。

④ ポイント引当金

同左

⑤ 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。

⑤ 債務保証損失引当金

同左

⑥ 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。

⑥ 利息返還損失引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項
⑦ 債権売却損失引当金

債権売却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。

⑦   ─────

⑧ 事業整理損失引当金

関係会社株式の売却に伴い発

生する損失のうち、債権売却に

係る損失に備えるため、損失発

生見込額を計上しております。

⑧   ─────

⑨ 事業再構築引当金

事業の再構築に伴い発生する

店舗統廃合等の損失に備えるた

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。

⑨ 事業再構築引当金

同左

⑩ 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主

に発生年度において一括費用処

理しております。

一部の連結子会社は数理計算

上の差異を翌連結会計年度に一

括処理しております。 

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。

⑩ 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主

に発生年度において一括費用処

理しております。

一部の連結子会社は数理計算

上の差異を翌連結会計年度に一

括処理しております。 

(会計方針の変更)

当連結会計年度より「「退職

給付に係る会計基準」の一部改

正(その３)」(企業会計基準第

19号 平成20年７月31日)を適用

しております。

これによる営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響はありません。

(追加情報)

当社は、平成21年５月11日開

催の取締役会にて執行役員退職

慰労金制度を廃止することを決

議し、従来の内規に基づく在任

期間に応じた執行役員退職慰労

金については、平成21年６月23

日開催の取締役会にて、各執行

役員が執行役員の地位を喪失す

る時、又は取締役又は監査役の

選任時に支給することを決議し

ております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

⑪ 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。

⑪ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は、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。

(追加情報)

当社は、平成21年５月11日開

催の取締役会にて、平成21年６

月23日開催の定時株主総会終結

の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止することを決議し、従

来の内規に基づく在任期間に応

じた役員退職慰労金について

は、同定時株主総会で各役員の

退任時に支給することを決議し

ております。

(5) 重要な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。

(5) 重要な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

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 総合あっせん収益

(ⅰ)顧客手数料は、残債方式ま

たは、７・８分法により計上

しております。

(ⅱ)加盟店手数料は、取扱時に

計上しております。

ｃ 個品あっせん収益

(ⅰ)顧客手数料は、残債方式ま

たは、７・８分法により計上

しております。

(ⅱ)加盟店手数料は、取扱時に

計上しております。

(注)計上方法の主な内容は次のとお

りであります。

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。

７・８分法とは、手数料総額を

分割回数の積数で按分し、期日

到来のつど収益計上する方法で

あります。

② その他の営業収益

同左

プロミス㈱（8574）平成22年３月期　決算短信

－33－



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項
(6) 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) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

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

に、振当処理の要件を満たす通

貨スワップ取引については振当

処理によっております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

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

す金利スワップ取引については

特例処理に、振当処理の要件を

満たす通貨スワップ取引につい

ては振当処理によっておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ 金利関連

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

ｂ 通貨関連

ヘッジ手段

通貨スワップ取引

ヘッジ対象

外貨建社債

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ 金利関連

ヘッジ手段

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

ｂ 通貨関連

ヘッジ手段

通貨スワップ取引

ヘッジ対象

外貨建社債

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。

ただし、一部の連結子会社に

ついては特例処理によっている

金利スワップの有効性の評価を

省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

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、連結子会社においても

同様の体制をとっております。

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

(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、連結子会社は

主に税抜方式によっております。

当社及び連結子会社は主に固定資

産に係る控除対象外消費税等を投資

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。

(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

(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 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。

同左

７ 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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(7)【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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱いの適用）

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四

半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。なお、従来の方法によった場

合と比べて、当連結会計年度の営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微で

あります。

―――――――――

（リース取引に関する会計基準の適用）

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号

(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平

成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度

委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しており

ます。

なお、平成20年３月31日以前に契約を行ったリー

ス契約につきましては、通常の賃貸借処理に準じた

方法によっております。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失に与える影響は軽微であります。

―――――――――

（買取債権回収高計上方法の変更）

その他の営業収益に含まれている買取債権回収高

について、一部の国内連結子会社は、従来、買取債

権の回収高に買取原価相当額を含めて計上しており

ましたが、第２四半期連結会計期間より、回収高に

買取原価相当額を含めて計上しない方法に変更して

おります。

この変更は、当該事象の収益・費用に与える金額

的重要性が高まり、当社グループ内の会計処理を統

一する必要性が高くなったことを受けて行ったもの

であります。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当

連結会計年度の営業収益及び営業費用がそれぞれ

3,956百万円減少しております。

―――――――――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において区分掲記しておりました

「役員賞与引当金」(当連結会計年度16百万円)は、金

額が僅少となったため、当連結会計年度においては、

流動負債の「その他」に含めて表示しております。

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において区分掲記しておりました

「役員退職慰労引当金」(当連結会計年度45百万円)

は、金額が僅少となったため、当連結会計年度におい

ては、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「貸倒引当金繰入額」

(前連結会計年度195百万円)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。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において区分掲記しておりました

「役員退職慰労引当金繰入額」(当連結会計年度28百

万円)は、金額が僅少となったため、当連結会計年度

においては、その他の営業費用の「その他」に含めて

表示しております。

――――――――― （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、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「関係会社株式の売却による支出」とし

て掲記していたものは、EDINETタクソノミの勘定科目

に変更し、当連結会計年度から「連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の売却による支出」と表示しておりま

す。

２  前連結会計年度において、区分掲記しておりました

財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の売

却による収入」及び「自己株式の取得による支出」

は、金額が僅少となったため、当連結会計年度におい

ては「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含めた「自己

株式の売却による収入」及び「自己株式の取得による

支出」は、それぞれ０百万円、△０百万円でありま

す。
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(8)【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21年３月31日)

当連結会計年度 

(平成22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)

一般売上 売掛金 428

合計 428

  

※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)

一般売上 受取手形 16

売掛金 656

合計 672

 

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,526,188百万円であります。

※２ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

1,287,443百万円であります。

 ３      ────────── ※３ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった割賦売

掛金は、15,900百万円であります。

 

※４ 担保に供している資産及びその対応する債務

① 担保に供している資産

種類 期末帳簿価額(百万円)

営業貸付金 58,569
その他 1

計 58,571

  

※４ 担保に供している資産及びその対応する債務

① 担保に供している資産

種類 期末帳簿価額(百万円)

営業貸付金 51,368
その他 1

計 51,370

② 対応する債務

科目 期末残高(百万円)

１年内返済予定の長期借入金 22,678
長期借入金 33,816

計 56,494

② 対応する債務

科目 期末残高(百万円)

１年内返済予定の長期借入金 36,234
長期借入金 13,082

計 49,316

上記のほか、営業貸付金235,908百万円につい

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231,631百万円(１年内

返済予定96,416百万円を含む。)であります。

また、流動資産のその他のうち差入保証金2,707

百万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに対

するヘッジ取引（通貨スワップ取引）の担保に、投

資有価証券のうち22百万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197,909百万円につい

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194,964百万円(１年内

返済予定93,741百万円を含む。)であります。

また、流動資産のその他のうち差入保証金15,648

百万円は外貨建社債から生じる為替変動リスクに対

するヘッジ取引（通貨スワップ取引）の担保に、投

資有価証券のうち22百万円は営業保証の担保に供し

ております。

 ５      ────────── ※５ 債権流動化債務

営業貸付金及び割賦売掛金を信託受益権として流

動化したことに伴う資金調達額であります。

 

 

※６ 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) 12,048百万円

（うち、共同支配企業に対する投資の金額

9,144百万円）

 

 

※６ 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) 11,956百万円

（うち、共同支配企業に対する投資の金額

9,976百万円）

※７ 投資その他の資産「その他」に含めた貸倒引当金

は379百万円であります。

※７ 投資その他の資産「その他」に含めた貸倒引当金

は599百万円であります。

 ８ 偶発債務

  (1) 信用保証業務の保証債務 496,124百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保証

先がありますが、これは保証先の未収利息不算出の

ためであります。

 ８ 偶発債務

 (1) 信用保証業務の保証債務 545,544百万円

保証債務のうち、未収利息が含まれていない保証

先がありますが、これは保証先の未収利息不算出の

ためであります。
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

  (2) 新株予約権付社債の繰上償還債務 2,100百万円

平成20年７月発行の当社2015年満期ユーロ円建取

得条項付転換社債型新株予約権付社債（発行総額：

42,000百万円）には、新株予約権付社債所持人の選

択により平成25年７月24日において社債額面金額の

105％である44,100百万円で繰上償還を請求するこ

とが可能な繰上償還条項が付されており、当該繰上

償還条項に基づき発行総額の５％の2,100百万円を

繰上償還債務として認識しております。

 

 (2) 新株予約権付社債の繰上償還債務 2,100百万円
同左

※９ 財務制限条項
当社及び連結子会社の借入金の一部には財務制限条

項が付されており、その条項に抵触し、且つ金融機関
から請求があった場合には、当該借入金を一括返済す
ることとなっております。

借入金のうち22,169百万円については以下の財務制
限条項に抵触しております。
（当社）
(1) 個別の有形純資産が2,500億円を下回った場合。
(2) 個別の有形純資産比率が20％を下回った場合。

なお、有形純資産とは純資産から無形固定資
産を控除したものであります。

(3) 個別及び連結の純資産が、直前の決算期末又は
中間決算期末の80％を下回った場合。

(4) 連結の株主資本比率が15％を下回った場合。
(5) 連結の純資産が、直前四半期の75％を下回った

場合。
（連結子会社）
(6) 自己資本比率が20％を下回った場合。
(7) 純資産が直前の決算期末の80％を下回った場

合。
(8) 税引き後損益につき２期連続以上損失を計上し

た場合。

 ９      ──────────

※10 不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 3,234

延滞債権 13,129

３カ月以上延滞債権 27,117

貸出条件緩和債権 100,588

計 144,069

※10 不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 2,040

延滞債権 11,899

３カ月以上延滞債権 21,047

貸出条件緩和債権 85,040

計 120,028

 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、100,588百万円のうちには、延滞日数が30

日以内のものが91,429百万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、85,040百万円のうちには、延滞日数が30日

以内のものが77,506百万円含まれております。
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※11 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約

営業貸付金の契約形態は、主として、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、1,729,412

百万円(有担保リボルビング契約を含む。)でありま

す。この融資未実行残高には、残高がない顧客(主

として残高がなく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。

※11 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約

営業貸付金の契約形態は、主として、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、1,524,848百万

円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。

この融資未実行残高には、残高がない顧客(主とし

て残高がなく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。

 

※12 担保受入金融資産

短期貸付金には20,495百万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 5,996

有価証券 14,484

計 20,480
 

※12 担保受入金融資産

短期貸付金には10,993百万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)

有価証券 11,010

計 11,010

 

 

13 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 119,317百万円

借入実行残高 109,130百万円

差引 10,187百万円

(貸出コミットメント契約)

借入枠 15,500百万円

借入実行残高 15,500百万円

差引 ─百万円

 

 

13 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 116,044百万円

借入実行残高 98,203百万円

差引 17,841百万円

※14 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168,509百万円が含まれてお

ります。

※14 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130,451百万円が含まれてお

ります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

預金利息 173百万円

貸付金利息 273百万円

有価証券利息 110百万円

その他 102百万円

計 659百万円
 

※１ その他の金融収益の内容は次のとおりでありま

す。

預金利息 63百万円

貸付金利息 20百万円

有価証券利息 10百万円

その他 36百万円

計 131百万円

 

※２ 金融費用の内容は次のとおりであります。

支払利息 13,149百万円

社債利息 7,184百万円

社債発行費 138百万円

その他 1,561百万円

計 22,034百万円
 

※２ 金融費用の内容は次のとおりであります。

支払利息 12,093百万円

社債利息 6,646百万円

その他 1,704百万円

計 20,444百万円

※３ 事業譲渡益は、㈱タンポート及びサンライフ㈱の

株式、並びに当社の営業貸付金の一部を売却するこ

とによるものであります。

 ３     ─────────

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 622百万円

器具備品及び運搬具 331百万円

ソフトウエア 686百万円

その他 8百万円

計 1,648百万円
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 319百万円

器具備品及び運搬具 179百万円

ソフトウエア 432百万円

その他 40百万円

計 972百万円

 

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 9百万円

器具備品及び運搬具 34百万円

土地 81百万円

電話加入権 15百万円

計 141百万円

 

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 51百万円

器具備品及び運搬具 25百万円

土地 43百万円

電話加入権 0百万円

その他 0百万円

計 120百万円

 

※６ 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、構

築 物、器 具 備

品、リ ー ス 資

産、ソフトウエ

ア及び電話加入

権

東 京 都、

福岡県他

営業資産 建 物、器 具 備

品、ソフトウエ

ア及び電話加入

権

東京都他

 

 

※６ 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、構

築 物、器 具 備

品、電話加入権

など

東京都他
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（資産をグループ化した方法）

当社グループは、主として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。

一部の連結子会社は、管理会計上の区分である一

定の地域等を基礎とした地区をグルーピングの最小

単位としております。

（資産をグループ化した方法）

同左

（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、また、営業資産につ

いては、当該資産グループにおいて営業活動から生

じる損益が継続してマイナスとなったことにより、

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(452百万円)として特別損失に計上しており

ます。

その内訳は、電話加入権167百万円、器具備品83百

万円、リース資産69百万円、土地56百万円、ソフト

ウエア41百万円、建物31百万円、構築物３百万円で

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(578百万円)として特別損

失に計上しております。

その内訳は、建物217百万円、器具備品184百万円、

土地92百万円、電話加入権56百万円、リース資産10百

万円、構築物１百万円、その他14百万円であります。

（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

加入権については直近の売却実績に基づく価額により

評価しております。

（回収可能価額の算定方法)

同左

※７ 債権売却損失引当金繰入額は、㈱エージーカード

の保有する債権を売却する上で、発生が見込まれる

損失を債権売却損失引当金に繰入れたものでありま

す。

 ７     ─────────

※８ 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、PROMISE(EUROPE)S.A.1,218百万円、カ

ーコンビニ倶楽部㈱2,919百万円、㈱カーイチ1,233

百万円であります。

※８ 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、㈱全日本情報センター54百万円、㈱カ

ーイチ315百万円であります。

※９ 事業再編損は、当社、㈱タンポート及びサンライ

フ㈱の店舗の廃店等に伴う費用であります。

※９ 事業再編損は、当社の店舗の廃店等に伴う費用で

あります。

 10     ───────── ※10 事業再構築引当金繰入額は、翌連結会計年度に発

生する店舗の廃店等に要する見積額であります。

11 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。

11 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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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
（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       3,057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 713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 

 
  

(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翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 (株) 134,866,665 ― ― 134,866,665

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 (株) 8,048,944 3,057 713 8,051,288

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20年６月24日 

定時株主総会
普通株式 2,536 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月６日 

取締役会
普通株式 2,536 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月１日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
（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       180株 
  
  
３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

  
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

  

(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翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

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 (株) 134,866,665 ― ― 134,866,665

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 (株) 8,051,288 180 ─ 8,051,468

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 23

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22年６月22日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,268 10.00 平成22年３月31日 平成22年６月23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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 126,580百万円

有価証券勘定 11,900百万円

短期貸付金勘定 23,015百万円

計 161,496百万円

預入期間が３カ月を超える
定期預金及び譲渡性預金

△16,001百万円

現先運用以外の短期貸付金 △2,520百万円

現金及び現金同等物 142,974百万円  

※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 138,772百万円

短期貸付金勘定 11,548百万円

計 150,321百万円

預入期間が３カ月を超える
定期預金及び譲渡性預金

△2,692百万円

現先運用以外の短期貸付金 △554百万円

現金及び現金同等物 147,074百万円

 

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社

の資産及び負債の主な内訳
① ㈱タンポート(平成21年３月31日現在)

流動資産 6,491百万円 流動負債 14,899百万円

固定資産 822百万円 固定負債 14,479百万円

資産合計 7,314百万円 負債合計 29,379百万円

株式の売却価額 0百万円

現金及び現金同等物 △5,076百万円

差引：売却による支出 △5,076百万円

 

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳
買う市㈱(平成21年10月１日現在)

流動資産 366百万円 流動負債 124百万円

固定資産 310百万円 固定負債 ─百万円

資産合計 676百万円 負債合計 124百万円

株式の売却価額 53百万円

現金及び現金同等物 △129百万円

差引：売却による支出 △76百万円

 

 

② サンライフ㈱(平成21年３月31日現在)

流動資産 10,702百万円 流動負債 425百万円

固定資産 35百万円 固定負債 1,572百万円

資産合計 10,737百万円 負債合計 1,997百万円

株式の売却価額 0百万円

現金及び現金同等物 △10,505百万円

差引：売却による支出 △10,505百万円

 

 ３ 重要な非資金取引の内容
① 合併

当連結会計年度において、㈱Ｄｏフィナンシャル
サービスと合併いたしましたエス・ピー・エフ㈱か
ら継承した資産及び負債の主な内訳は次のとおりで
あります。 

また、合併によって増加した資本金は1,000百万
円であります。

流動資産 4,327百万円 流動負債 3,410百万円

固定資産 87百万円 固定負債 1百万円

資産合計 4,414百万円 負債合計 3,412百万円

 ３      ───────────

② 当連結会計年度に新たに計上したファイナン
ス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞ
れ309百万円であります。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４
月１日  至 平成22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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４
月１日  至 平成22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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４
月１日  至 平成22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。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外営業収益】
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22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

  貸倒損失 24,583百万円

  貸倒引当金 70,660百万円

  未収利息 3,065百万円

  賞与引当金 1,457百万円

  債務保証損失引当金 9,559百万円

  利息返還損失引当金 110,097百万円

  退職給付引当金 2,919百万円

  求償権貸倒損失 4,421百万円

  事業再構築引当金 159百万円

  投資有価証券評価損 300百万円

  関係会社株式評価損 2,830百万円

  債権売却損失引当金 449百万円

  事業整理損失引当金 4,140百万円

  非適格株式交換に基づく資産の評

価
585百万円

  繰越欠損金 84,252百万円

  その他 3,314百万円

繰延税金資産小計 322,798百万円

評価性引当額 △314,635百万円

繰延税金資産合計 8,162百万円

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 ─百万円

繰延税金負債合計 ─百万円

繰延税金資産の純額 8,162百万円

 

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 41,442百万円

  貸倒引当金 32,684百万円

  未収利息 2,952百万円

  賞与引当金 1,204百万円

  債務保証損失引当金 9,758百万円

  利息返還損失引当金 73,404百万円

  退職給付引当金 2,245百万円

  求償権貸倒損失 5,280百万円

  事業再構築引当金 1,273百万円

  投資有価証券評価損 408百万円

  関係会社株式評価損 1,818百万円

  非適格株式交換に基づく資産の評

価
537百万円

  繰越欠損金 142,448百万円

  その他 2,894百万円

繰延税金資産小計 318,353百万円

評価性引当額 △305,852百万円

繰延税金資産合計 12,501百万円

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △788百万円

繰延税金負債合計 △788百万円

繰延税金資産の純額 11,712百万円

(注)  当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結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 5,814百万円

  固定資産－繰延税金資産 2,348百万円

  固定負債－繰延税金負債 ─百万円

(注)  当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結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 8,464百万円

  固定資産－繰延税金資産 4,036百万円

  固定負債－繰延税金負債 △788百万円

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

当連結会計年度においては税金等調整前当期純損失

であるため、差異の原因の記載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

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△3.2％

住民税均等割 0.5％

評価性引当額 △59.7％

のれん償却額 20.1％

在外連結子会社との税率差異 △10.3％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.9％
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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、一部の連結子会社は確定

拠出型年金制度を設けております。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、確定拠出型年金制度及び

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、一部の連結子会社は確定

拠出型年金制度を設けております。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、確定拠出型年金制度及び

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 △22,647百万円

②年金資産 15,179百万円

③未積立退職給付債務 △7,468百万円

④未認識数理計算上の差異 205百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 △7,262百万円

⑥前払年金費用 63百万円

⑦退職給付引当金(⑤－⑥) △7,326百万円

(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。

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △20,050百万円

②年金資産 14,362百万円

③未積立退職給付債務 △5,687百万円

④未認識数理計算上の差異 127百万円

⑤連結貸借対照表計上額純額 △5,559百万円

⑥前払年金費用 22百万円

⑦退職給付引当金(⑤－⑥) △5,581百万円

(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。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 2,040百万円

②利息費用 442百万円

③期待運用収益 △283百万円

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 3,596百万円

⑥退職給付費用（①+②+③+④+⑤） 5,795百万円

(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

開発のソフトウエアに計上した退職給付

費用31百万円が含まれております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 (注)１,２ 1,262百万円

②利息費用 453百万円

③期待運用収益 △211百万円

④確定拠出型年金掛金 144百万円

⑤臨時に支払った割増退職金等 3,322百万円

⑥数理計算上の差異の費用処理額 △1,639百万円

⑦その他の退職給付費用 110百万円

⑧退職給付費用 3,442百万円

（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）

(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

開発のソフトウエアに計上した退職給付

費用８百万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 1.5％～2.1％

③期待運用収益率

  (税制適格年金) 1.0％

  (確定給付企業年金) 1.5％

④過去勤務債務の額の処理年数 
 

発生年度に一括
費用処理してお
ります。

⑤数理計算上の差異の処理年数 
 

主として発生年
度に一括費用処
理しておりま
す。

(注) 一部の子会社は、数理計算上の差異を翌連結会

計年度に一括処理しております。

   また、一部の連結子会社において上記の退職給

付費用以外に割増退職金85百万円を支払ってお

り、特別損失として計上しております。

 

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 1.5％～2.1％

③期待運用収益率

  (税制適格年金) 1.0％

  (確定給付企業年金) 1.4％

④過去勤務債務の額の処理年数 
 

発生年度に一括
費用処理してお
ります。

⑤数理計算上の差異の処理年数 
 

主として発生年
度に一括費用処
理しておりま
す。

(注) 一部の子会社は、数理計算上の差異を翌連結会

計年度に一括処理しております。

   また、一部の連結子会社において上記の退職給

付費用以外に割増退職金49百万円を支払ってお

り、特別損失として計上しております。
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１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 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,909.65円 １株当たり純資産額 2,045.02円

１株当たり当期純損失 986.64円 １株当たり当期純利益 114.86円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた
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

102.77円

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円)
283,189 299,606

普通株式に係る純資産額(百万円) 242,173 259,340

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権

 少数株主持分

―

41,016

23

40,243

普通株式の発行済株式数(千株) 134,866 134,866

普通株式の自己株式数(千株) 8,051 8,051

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(千株)
126,815 126,815

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△) (百万円)
△125,122 14,566

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△) (百万円)
△125,122 14,566

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

(百万円)

 

―

 

─

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 126,816 126,815

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(千株)

2015年満期ユーロ円建取得条項付転換

社債型新株予約権付社債
― 14,893

株式報酬型ストック・オプション ― 19

普通株式増加数(千株) ― 14,912

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

2015年満期ユーロ円建取得
条項付転換社債型新株予約
権付社債
(発行総額42,000百万円)

     

―
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リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション

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。 

(重要な後発事象)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

当社は、平成22年５月10日開催の当社取締役会において、平成22年10月１日を効力発生日とし、当社の完全子会

社である朝日エンタープライズ株式会社（以下、朝日エンタープライズ）及び朝日エンタープライズの完全子会社

である三洋信販株式会社（以下、三洋信販）と合併（以下、本合併）する合併契約の締結について決議し、合併契

約を締結いたしました。

１．合併の目的

当社は、平成19年９月に三洋信販を連結子会社とし、当社ブランドと三洋信販の「ポケットバンク」ブラン

ドを活かしたダブルブランドにより顧客基盤の拡大を進め、平成20年９月にはチャネル及びITシステムを統合

するなど経営資源の共有化によるコスト削減を実施し、経営基盤の強化に努めてまいりました。しかしなが

ら、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、今後当社が収益を安定的に創出していくためには、グル

ープ全体でさらに踏み込んだ抜本的な事業構造改革が必要と判断いたしました。その一環として、さらなるグ

ループ経営の効率化を図るため、当社は、本合併を行うことといたしました。

２．合併の日程

合併決議取締役会   平成22年５月10日

合併契約締結日     平成22年５月10日

合併承認株主総会   平成22年６月22日(当社及び朝日エンタープライズ)

なお、三洋信販は、会社法第796条第１項及び第784条第１項の規定(略式合併)に基づき、株主総会の承認

を得ることなく本合併を行うものです。

合併の予定日(効力発生日)   平成22年10月１日(予定)

３．合併の方法

本合併は、三洋信販を吸収合併存続会社とし、朝日エンタープライズを吸収合併消滅会社とする吸収合併

（三洋信販朝日エンタープライズ間の合併）の直後に、効力発生日を同日として、当社を吸収合併存続会社

とし、三洋信販を吸収合併消滅会社とする吸収合併（プロミス三洋信販間の合併）を行うものであります。

４．合併比率等

三洋信販は、三洋信販朝日エンタープライズ間の合併に際して、当社に対して、朝日エンタープライズの

普通株式に代わり、自己株式のうち10株を割当て交付します。

また、プロミス三洋信販間の合併に際しては、完全子会社の吸収合併であり、合併交付金の支払はありま

せん。

５．相手会社(三洋信販及び朝日エンタープライズ)の主な事業内容、規模 (平成21年３月31日現在)

商号 朝日エンタープライズ株式会社 三洋信販株式会社

事業の内容 三洋信販㈱への投資 消費者金融業

売上高又は営業収益 － 64,839百万円

当期純利益又は当期純損失(△) △449百万円 4,489百万円

資産の額 105,891百万円 241,561百万円

負債の額 100,151百万円 198,157百万円

純資産の額 5,740百万円 43,404百万円

従業員数 ─ 519名

６．実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 終改正平成20年12月26日)に基づき「共通支配

下の取引等」の会計処理を適用いたします。

(開示の省略)
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(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（「営業貸付金利息」を除く）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「償却債権取立益」「あっせん収益」「買取債権回収高」「保証事業収益」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。 

5.【営業実績】

(1)【営業収益】

種類別

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

金額(百万円) 構成割合(％) 金額(百万円) 構成割合(％)

金    融 
事業収益

営業貸付金利息 322,849 83.2 261,479 77.14

償却債権取立益 7,613 2.0 7,823 2.31

あっせん収益 9,083 2.3 10,546 3.11

買取債権回収高 13,545 3.5 13,534 3.99

保証事業収益 24,933 6.4 29,017 8.56

その他の金融収益 659 0.2 131 0.04

計 378,685 97.6 322,532 95.15

その他の 
事業収益

商品売上高 620 0.2 3,191 0.94

その他 8,644 2.2 13,258 3.91

計 9,264 2.4 16,449 4.85

合計 387,950 100.0 338,982 100.0
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(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毎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 従業員数は、就業人員数であります。 

４ 貸倒償却額の中には、求償権及び割賦売掛金等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」に計上した貸倒引当金を含めて記載しております。 

  

(2)【その他の指標】

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成21年３月31日) (平成22年３月31日)

連結 単独 連結 単独

営業貸付金残高 (百万円) 1,539,430 1,016,635 1,297,985 855,423

無担保ローン 1,526,188 1,014,862 1,287,448 853,594

有担保ローン 13,242 1,773 10,537 1,828

顧客数   (人) 2,976,956 1,902,481 2,587,582 1,612,938

無担保ローン 2,973,554 1,901,752 2,584,674 1,612,285

有担保ローン 3,402 729 2,908 653

店舗数   (店) 1,606 1,554 1,538 1,492

有人店舗 358 306 169 123

自動契約店舗(無人) 1,248 1,248 1,369 1,369

自動契約機台数   (台) 1,582 1,582 1,521 1,521

現金自動設備 (台) 1,760 1,737 1,522 1,516

ローン申込機   (台) 206 206 150 150

従業員数  (人) 5,292 2,911 4,522 2,277

貸倒償却額 (百万円) 215,416 141,422 188,831 140,461

貸倒引当金残高 (百万円) 295,957 206,145 245,971 170,523

１株当たり当期純利益
(円) △986.64 △1,024.85 114.86 57.17

又は当期純損失(△)   

１株当たり純資産額   (円) 1,909.65 1,703.13 2,045.02 1,775.99
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