
５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 66,132 161,153

営業貸付金 ※1, ※2, ※3, ※4, ※7 855,423 ※1, ※2, ※3, ※4, ※7 772,593

短期貸付金 ※8, ※11 122,531 ※8, ※11 45,320

前払費用 462 542

未収収益 8,995 9,437

関係会社事業貸付金 ※5 7,290 ※5 7,040

求償債権 21,184 27,394

デリバティブ差入保証金 ※1 15,648 ※1 21,487

その他 ※11 11,565 ※11 14,598

貸倒引当金 ※10 △170,523 ※10 △167,015

流動資産合計 938,711 892,551

固定資産

有形固定資産

建物 18,906 12,939

減価償却累計額 △11,616 △9,390

建物（純額） 7,290 3,548

構築物 2,983 2,988

減価償却累計額 △2,263 △2,356

構築物（純額） 720 632

器具備品 21,608 17,880

減価償却累計額 △18,964 △16,105

器具備品（純額） 2,643 1,774

土地 43,788 3,359

リース資産 464 237

減価償却累計額 △234 △164

リース資産（純額） 230 72

有形固定資産合計 54,673 9,387

無形固定資産

ソフトウエア 5,771 5,218

リース資産 3 1

その他 29 19

無形固定資産合計 5,804 5,240

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 9,897 ※1 10,310

関係会社株式 ※1 56,305 28,531

破産更生債権等 － ※7 69

長期前払費用 738 575

差入保証金 ※11 7,229 ※11 3,585

その他 3,232 ※11 4,062

貸倒引当金 － △67

投資その他の資産合計 77,404 47,066

固定資産合計 137,882 61,694

資産合計 1,076,593 954,246
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 － 10,900

1年内返済予定の長期借入金 ※1 182,081 ※1 150,952

1年内償還予定の社債 30,000 59,300

1年内支払予定の債権流動化債務 － ※2 35,463

未払金 17,415 25,711

未払費用 2,771 2,717

未払法人税等 226 181

預り金 3,293 984

前受収益 27 19

賞与引当金 2,002 1,252

債務保証損失引当金 15,797 15,989

利息返還損失引当金 63,000 49,900

事業再構築引当金 2,500 1,600

その他 491 530

流動負債合計 319,606 355,502

固定負債

社債 195,456 146,372

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 ※1 159,344 ※1 144,321

債権流動化債務 ※2 50,000 ※2 34,958

繰延税金負債 827 121

退職給付引当金 4,757 4,860

利息返還損失引当金 79,000 107,200

その他 356 348

固定負債合計 531,740 480,182

負債合計 851,347 835,685

純資産の部

株主資本

資本金 80,737 80,737

資本剰余金

資本準備金 112,639 112,639

その他資本剰余金 14,692 14,686

資本剰余金合計 127,332 127,326

利益剰余金

利益準備金 12,263 12,263

その他利益剰余金

別途積立金 46,700 46,700

繰越利益剰余金 14,409 △91,267

利益剰余金合計 73,372 △32,303

自己株式 △57,425 △57,419

株主資本合計 224,017 118,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,205 176

評価・換算差額等合計 1,205 176

新株予約権 23 42

純資産合計 225,246 118,561

負債純資産合計 1,076,593 954,246
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業収益

営業貸付金利息 169,606 141,116

その他の金融収益

預金利息 58 56

貸付金利息 156 152

その他 17 11

その他の金融収益計 231 221

その他の営業収益 42,957 46,209

営業収益合計 212,795 187,546

営業費用

金融費用

支払利息 ※1 12,305 ※1 13,738

その他 442 381

金融費用合計 12,748 14,120

その他の営業費用

広告宣伝費 4,816 4,722

貸倒引当金繰入額 94,308 87,842

債務保証損失引当金繰入額 15,251 12,056

利息返還損失引当金繰入額 14,508 70,072

従業員給料及び賞与 14,427 10,483

賞与引当金繰入額 1,923 1,226

退職給付費用 2,822 1,394

役員退職慰労引当金繰入額 6 －

福利厚生費 2,253 1,981

賃借料 6,652 5,688

減価償却費 4,921 7,098

支払手数料 14,588 14,513

通信費 1,899 1,448

その他 9,927 9,054

その他の営業費用計 188,307 227,583

営業費用合計 201,056 241,704

営業利益又は営業損失（△） 11,739 △54,157

営業外収益

貸付金利息 ※8 258 ※8 207

受取配当金 ※8 219 ※8 5,751

受取保険金及び配当金 144 138

経営指導料 12 12

雑収入 292 414

営業外収益合計 926 6,524

営業外費用

支払利息 842 580

貸倒引当金繰入額 1,102 2,068

事務所移転費用 162 122

賃貸借契約解約損 62 75

差入保証金償却額 6 －

雑損失 291 206

営業外費用合計 2,467 3,051

経常利益又は経常損失（△） 10,198 △50,684
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※2 9 ※2 30,449

投資有価証券売却益 6 275

賞与引当金戻入額 500 400

清算配当金 503 －

その他 6 2,009

特別利益合計 1,025 33,135

特別損失

固定資産除却損 ※3 309 ※3 248

固定資産売却損 ※4 20 ※4 101

減損損失 ※5 204 ※5 43,020

投資有価証券評価損 0 1

関係会社株式評価損 ※6 54 ※6 9,659

事業再編損 60 4,888

事業再構築引当金繰入額 2,500 1,115

関係会社支援損 ※7 717 ※7 91

抱合せ株式消滅差損 － 21,987

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,958

その他 － 3,726

特別損失合計 3,866 86,799

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 7,357 △104,348

法人税、住民税及び事業税 106 59

法人税等合計 106 59

当期純利益又は当期純損失（△） 7,250 △104,408
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

資本準備金

前期末残高 112,639 112,639

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 112,639 112,639

その他資本剰余金

前期末残高 14,692 14,692

当期変動額

自己株式の処分 － △5

当期変動額合計 － △5

当期末残高 14,692 14,686

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 12,263 12,263

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,263 12,263

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 176,700 46,700

当期変動額

別途積立金の取崩 △130,000 －

当期変動額合計 △130,000 －

当期末残高 46,700 46,700

繰越利益剰余金

前期末残高 △122,841 14,409

当期変動額

剰余金の配当 － △1,268

別途積立金の取崩 130,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） 7,250 △104,408

当期変動額合計 137,250 △105,676

当期末残高 14,409 △91,267

自己株式

前期末残高 △57,425 △57,425

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 6

当期変動額合計 △0 6

当期末残高 △57,425 △57,419
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 216,767 224,017

当期変動額

剰余金の配当 － △1,268

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 7,250 △104,408

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 7,250 △105,676

当期末残高 224,017 118,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △783 1,205

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,988 △1,028

当期変動額合計 1,988 △1,028

当期末残高 1,205 176

評価・換算差額等合計

前期末残高 △783 1,205

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,988 △1,028

当期変動額合計 1,988 △1,028

当期末残高 1,205 176

新株予約権

前期末残高 － 23

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 19

当期変動額合計 23 19

当期末残高 23 42

純資産合計

前期末残高 215,984 225,246

当期変動額

剰余金の配当 － △1,268

当期純利益又は当期純損失（△） 7,250 △104,408

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,011 △1,009

当期変動額合計 9,262 △106,685

当期末残高 225,246 118,561
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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（５）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法によっております。

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。

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

同左

② 時価のないもの

移動平均法による原価法によ

っております。

② 時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法によっております。

デリバティブ

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

  (リース資産を除く。)

① 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

旧定額法によっております。

ｃ 平成19年４月１日以降に取得

したもの

定額法によっております。

② 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。

(1) 有形固定資産

  (リース資産を除く。)

同左

 

なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却しております。

また、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物 ３～50年

器具備品 ２～20年
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(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。

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。

(2) 無形固定資産

  (リース資産を除く。)

同左

(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

(4) 長期前払費用

均等償却しております。

(4) 長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

社債発行費

同左

５ 引当金の計上基準 (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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

当事業年度末に在籍する使用人に

対して支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるた

め、当事業年度末における損失発生

見込額を計上しております。

(3) 債務保証損失引当金

同左

(4) 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。

(4) 利息返還損失引当金

同左

(5) 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、当事

業年度末における損失発生見込額を

計上しております。

(5) 事業再構築引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

なお、過去勤務債務の額及び数理

計算上の差異については発生年度に

おいて一括費用処理しております。

(会計方針の変更)

当事業年度より「「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

び税引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。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

なお、過去勤務債務の額及び数理

計算上の差異については発生年度に

おいて一括費用処理しております。

(7) 役員退職慰労引当金

(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。

(7)     ─────

６ 収益及び費用の計上基準 営業貸付金利息は、発生基準により

計上しております。

なお、営業貸付金に係る未収利息に

ついては、利息制限法利率又は約定利

率のいずれか低い方により計上してお

ります。

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

７ 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。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

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

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

同左

③ ヘッジ方針

ヘッジ取引は、資金調達における

金利の急激な変動が収益に与える影

響を軽減化する目的で行うことを基

本方針としております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ

対象の指標金利との変動幅について

相関性を求めることにより、有効性

を評価しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑤ リスク管理体制

市場リスクの管理について「財務

規程」の中で、財務活動上発生する

リスク毎にリスク管理方法を定めた

「リスク別管理要項」を設けており

ます。

なお、「リスク別管理要項」は環

境の変化に応じて適時見直しを行

い、見直しのつど取締役会に報告し

ております。

⑤ リスク管理体制

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(消費税等の会計処理)

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税等は、投資その他の資産の

「その他」として貸借対照表に計上

し、５年間で均等償却を行っており

ます。

(消費税等の会計処理)

同左
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（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――――――― （「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用して

おります。

これにより、当事業年度の営業損失及び経常損失

は、それぞれ304百万円増加し、税引前当期純損失は、

2,262百万円増加しております。

――――――――― （「企業結合に関する会計基準」等の適用）

当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」(企

業会計基準第21号  平成20年12月26日)、「『研究開発

費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23

号  平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準第７号  平成20年12月26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  平成20年12

月26日)を適用しております。

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「デリバティブ差入保証

金」(前事業年度末2,707百万円)は、重要性が増し

たため当事業年度より区分掲記することといたしま

した。

――――――――――

(損益計算書関係) 

１  前事業年度において、特別利益の「その他」に含め

て表示しておりました「賞与引当金戻入額」(前事業

年度０百万円)は、重要性が増したため当事業年度よ

り区分掲記することといたしました。

２  前事業年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「事業再構築引当金繰入額」

(前事業年度391百万円)は、重要性が増したため当事

業年度より区分掲記することといたしました。

３  前事業年度において、特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「関係会社支援損」(前事業年

度339百万円)は、重要性が増したため当事業年度より

区分掲記することといたしました。

――――――――――
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※１ 担保に供している資産及びその対応する債務

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

子会社株式 16,981

計 68,349
 

※１ 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 43,953

計 43,953

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 46,234

長期借入金 38,082

計 84,316

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 33,985

長期借入金 8,017

計 42,002

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、デリバティブ差入保証金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。

上記のほか、営業貸付金193,618百万円につい

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191,651百万円(１年内返

済予定83,034百万円を含む。)であります。

また、デリバティブ差入保証金21,487百万円は 

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。

※２ 債権流動化債務

営業貸付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。

※２    同左

※３ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

853,590百万円であります。

※３ 営業貸付金のうち個人向無担保営業貸付金は、

756,044百万円であります。

※４ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約

営業貸付金のうち854,903百万円は、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、164,533百万円

(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(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、当社が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができ

る旨の条項がつけられております。

また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。

※４ 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772,276百万円は、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、124,724百万円

(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(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、当社が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができ

る旨の条項がつけられております。

また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。

※５ 関係会社事業貸付金は、金融事業を行う関係会社

に対する貸付金であります。

※５    同左
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前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 

 ６ 偶発債務

  (1) 信用保証業務の保証債務 489,768百万円

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。

 

 ６ 偶発債務

 (1) 信用保証業務の保証債務 602,409百万円

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。

 

(2) 関係会社の借入金等に対する保証

被保証者名
保証金額 

(百万円)

PROMISE(THAILAND)CO.,LTD. 2,246

計 2,246

上記保証債務は、外貨建であり、780,000千タイバ

ーツであります。

(2)     ―――――――――

 

  (3) 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。

 

 (3) 新株予約権付社債の繰上償還債務 2,100百万円

      同左
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前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 

※７ 不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 450

延滞債権 2,737

３カ月以上延滞債権 13,405

貸出条件緩和債権 56,732

計 73,326

※７ 不良債権の状況

区分 金額(百万円)

破綻先債権 552

延滞債権 5,196

３カ月以上延滞債権 13,669

貸出条件緩和債権 61,400

計 80,818

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、56,732百万円のうちには、延滞日数が30日

以内のものが53,112百万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、61,400百万円のうちには、延滞日数が30日

以内のものが55,460百万円含まれております。

 

※８ 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

て有価証券を受入れております。

なお、受入れた有価証券の期末時価は、次のと

おりであります。

内容 時価(百万円)

有価証券 11,010

計 11,010
 

※８ 担保受入金融資産

短期貸付金には32,987百万円の現先取引が含まれ

ております。

これにより、現先有価証券の売手から担保として

有価証券を受入れております。

なお、受入れた有価証券の期末時価は、次のとお

りであります。

内容 時価(百万円)

有価証券 32,886

計 32,886

 

９ 当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)による

借入未実行残高は、次のとおりであります。

(当座貸越契約)

借入枠 50百万円

借入実行残高 ―百万円

 差引 50百万円
 

９ 当座貸越契約(これに準ずる契約を含む。)による

借入未実行残高は、次のとおりであります。

(当座貸越契約)

借入枠 50百万円

借入実行残高 ―百万円

差引 50百万円
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前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※10 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95,100百万円が含まれており

ます。

※10 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81,300百万円が含まれており

ます。

 

※11 関係会社に対する資産

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な

資産は次のとおりであります。

短期貸付金 111,538百万円

流動資産 その他 2,280百万円

差入保証金 154百万円

 計 113,973百万円

※11 関係会社に対する資産

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な

資産は次のとおりであります。

短期貸付金 19,373百万円

流動資産 その他 961百万円

差入保証金 66百万円

長期貸付金 900百万円

計 21,300百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 支払利息には、社債利息5,213百万円を含んでお

ります。

※１ 支払利息には、社債利息4,894百万円を含んでお

ります。

※２ 固定資産売却益は、ローン申込機等の売却による

ものであります。

※２ 固定資産売却益は、主に本社売却によるものであ

ります。

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 121百万円

構築物 49百万円

器具備品 90百万円

ソフトウエア 47百万円

 計 309百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 105百万円

構築物 27百万円

器具備品 54百万円

ソフトウエア 58百万円

リース資産 3百万円

計 248百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 11百万円

構築物 0百万円

器具備品
電話加入権
土地

0百万円
0百万円
8百万円

 計 20百万円  

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 53百万円

器具備品
土地

29百万円
17百万円

電話加入権 0百万円

計 101百万円

 

※５ 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産
器具備品及び 

電話加入権
東京都他

※５ 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

遊休資産 土地、建物、構

築物、器具備品

東京都他

その他 のれん ―

(資産をグループ化した方法)

当社は、金融事業の用に供している資産につい

て金融事業全体で１つの資産グループとし、ま

た、金融事業の用に供していない遊休資産につい

てはそれぞれの物件毎に１つの資産グループとし

ております。
 

(減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の

金額)

遊休資産については、市場価格が帳簿価額より

著しく下落していることにより帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(204百

万円)として特別損失に計上しております。その内

訳は、器具備品148百万円、電話加入権56百万円で

あります。
 

(資産をグループ化した方法)

当社は、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

ープを分類しております。

なお、賃貸用資産や遊休資産につきましては、個別

の物件ごとにグルーピングしております。

(減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の

金額)

遊休資産は、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、のれんについては当初想定した収

益が見込めなくなったことから、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(43,020百万

円)として特別損失に計上しております。その内訳

は、建物321百万円、構築物11百万円、器具備品12百

万円、土地1,227百万円、のれん41,447百万円であり

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、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)

回収可能価額は、正味売却価額または使用価値によ

り測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士による

鑑定評価額により、使用価値は将来キャッシュ・フロ

ーを5.8％の割引率で割り引いて算定しております。

※６ 関係会社株式評価損は、㈱全日本情報センター

株式の投資評価に伴う減損処理費用であります。

※６ 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、㈱Ｄｏフィナンシャルサービス8,972

百 万 円、PROMISE(EUROPE)S.A.677 百 万 円、PAL 

Investment (Cayman) Co.,Ltd.10百万円でありま

す。
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前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※７ 関係会社支援損は、買う市㈱の株式売却に伴い

同社への貸付金を放棄したことによるものであり

ます。

※７ 関係会社支援損は、㈱カーイチの清算に伴い同社

への貸付金を放棄したことによるものであります。

※８ 関係会社に係る注記

各科目に含まれている関係会社に対する主なも

のは次のとおりであります。

貸付金利息 244百万円

受取配当金 117百万円

※８ 関係会社に係る注記

各科目に含まれている関係会社に対する主なも

のは次のとおりであります。

貸付金利息 197百万円

受取配当金 5,606百万円

９ 金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりであります。

(1) 営業収益として表示した金融収益

関係会社に係る貸付金利息(金融事業を行う

連結子会社分を除く。)及び受取配当金、投資

有価証券受取配当金及び利息等を除くすべての

金融収益。

９ 金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分

の基準は次のとおりであります。

(1) 営業収益として表示した金融収益

同左

(2) 営業費用として表示した金融費用

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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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

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                 162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          54株 

平成21年ストック・オプションの権利行使による減少     850株 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株） 8,051,288 180 ─ 8,051,468

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 (株） 8,051,468 162 904 8,050,726
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前事業年度(平成22年３月31日現在) 

(追加情報) 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)

を適用しております。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

(百万円) 

 
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困

難と認められるものであります。 

  

当事業年度(平成23年３月31日現在) 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

(百万円) 

 
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困

難と認められるものであります。 

  

  

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 47,305

(2) 関連会社株式 9,000

計 56,305

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 19,531

(2) 関連会社株式 9,000

計 28,531
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23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 18,441百万円

 貸倒引当金 43,698百万円

 未収利息 2,915百万円

 賞与引当金 813百万円

 退職給付引当金 1,935百万円

 利息返還損失引当金 57,779百万円

 債務保証損失引当金 6,427百万円

 事業再構築引当金 1,017百万円

 関係会社株式評価損 7,873百万円

 求償権貸倒損失 5,280百万円

 繰越欠損金 75,440百万円

 その他 1,738百万円

繰延税金資産小計 223,363百万円

評価性引当額 △223,363百万円

繰延税金資産合計 ─百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △827百万円

繰延税金負債計 △827百万円

繰延税金負債の純額 △827百万円
 

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 22,396百万円

貸倒引当金 41,402百万円

未収利息 3,683百万円

賞与引当金 508百万円

退職給付引当金 1,977百万円

利息返還損失引当金 63,923百万円

債務保証損失引当金 6,505百万円

事業再構築引当金 651百万円

関係会社株式評価損 11,218百万円

求償権貸倒損失 5,200百万円

繰越欠損金 177,252百万円

その他 4,311百万円

繰延税金資産小計 339,032百万円

評価性引当額 △339,032百万円

繰延税金資産合計 ─百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △121百万円

繰延税金負債計 △121百万円

繰延税金負債の純額 △121百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△3.8％

住民税均等割 1.5％

評価性引当額 △40.8％

その他 1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.5％

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

当事業年度においては税引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。
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該当事項はありません。 

  

共通支配下の取引 

(８)連結財務諸表に関する注記事項(企業結合等関係)における記載内容と同一であるため、記載し

ておりません。 

  

  

  

（企業結合等関係）

前事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）
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当事業年度末(平成23年３月31日) 

店舗等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約

に関する敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

  

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31

日)を適用しております。 

(資産除去債務関係)
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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)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,775.99円 １株当たり純資産額 934.57円

１株当たり当期純利益 57.17円 １株当たり当期純損失 823.31円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

51.15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。

項目
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 

(百万円)
225,246 118,561

普通株式に係る純資産額(百万円) 225,223 118,518

差額の主な内訳(百万円)
新株予約権 23 42

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 8,050

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
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は 

当期純損失(△)(百万円)
7,250 △104,408

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)(百万円)
7,250 △104,408

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) 126,815 126,815

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
株式報酬型ストック・オプシ
ョン
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

(子会社との合併に関する合併契約締結) 

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22年３月31日現在) 

 
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。 

(重要な後発事象)

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 － 51,910百万円

当期純利益又は当期純損失(△) △53百万円 14,304百万円

資産の額 105,824百万円 217,646百万円

負債の額 100,137百万円 159,687百万円

純資産の額 5,686百万円 57,959百万円

従業員数 ─ 403名
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(希望退職者の募集) 

当社及び連結子会社である三洋信販株式会社(以下、三洋信販)は、平成22年５月19日開催の両社の取

締役会において、「営業変革と組織再編」「グループ戦略の見直し」「抜本的なコスト構造改革」等を

柱とした事業構造改革プランの一環として、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

１．募集の概要 

 
２．今後の見通し 

今回の希望退職者の募集に伴い、応募者が募集人員に達した場合、当社及び三洋信販の合計で特別退

職加算金等(特別損失)75億円程度の発生を見込んでおります。また、翌連結会計年度以降の人件費は、

平成23年３月期に38億円程度、平成24年３月期以降は75億円程度の減少の見込であります。なお、当社

は平成22年10月１日を効力発生日とし、三洋信販を吸収合併する予定であります。 

  

募集対象者
当社および三洋信販籍の従業員のうち、平成22年４月１日現在、
30歳以上58歳以下の正社員および以下の正社員

(当社) 平成22年３月末日現在で、地域を限定して勤務していた全ての正社員

(三洋信販) 平成22年４月１日現在で、地域を限定して勤務する全ての正社員

募集人員 当社及び三洋信販合計で900名

募集期間 (当社) 平成22年６月７日 ～ 平成22年６月23日

(三洋信販) 平成22年６月14日 ～ 平成22年６月30日

退職日 (当社) 平成22年７月２日から平成22年10月31日までにおいて、会社が指定する日

(三洋信販) 平成22年９月30日

優遇措置 通常の退職金に割増退職金を加算して支給

再就職支援 再就職希望者に再就職支援会社を通じて再就職支援を実施
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当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

(子会社との合併) 

当社は、平成22年11月26日開催の取締役会決議及び合併契約に基づき、平成23年４月１日付けで当社を

吸収合併存続会社、当社の子会社であるアットローン株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っ

ております。 

１．合併の目的 

アットローン株式会社は、当社と株式会社三井住友フィナンシャルグループとの戦略的業務提携に基

づき、当社と株式会社三井住友銀行が共同で推進する提携ローン事業の中核を担うコンシューマー・フ

ァイナンス会社であり、両社の強みを活かした事業経営により、業績は堅調に推移しておりましたが、

コンシューマー・ファイナンス事業を取り巻く事業環境が大きく変化していく中、今後はより一層当社

のグループ経営の効率化を進めることが必要となることから、グループ会社再編の一環として、アット

ローン株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行との間で、当社

が株式会社三井住友銀行の保有する全てのアットローン株式会社の株式を取得し、アットローン株式会

社を100％子会社とした上で、吸収合併することについて基本合意に至ったものです。 

２．合併の日程 

合併決議取締役会 平成22年11月26日 

合併契約締結日   平成22年11月26日 

合併の効力発生日 平成23年４月１日 

３．合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、アットローン株式会社は解散しております。 

４．当該吸収合併に係る割当ての内容 

当社はアットローン株式会社を100％子会社とした上で吸収合併したものであり、新株式の割当ては

ございません。 

５．相手会社の主な事業内容、規模 (平成22年３月31日現在) 

 
６．実施する会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年12月26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  平成20年12月26日)に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。 

  

商号 アットローン株式会社

事業の内容 消費者金融事業

営業収益 21,412百万円

当期純利益 4,471百万円

資産の額 114,128百万円

負債の額 86,533百万円

純資産の額 27,594百万円

従業員数 149名
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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、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

４ 貸倒償却額は、求償債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。 

  

   該当事項はありません。 

   なお、異動がある場合の開示時期は、平成23年5月18日を予定しております。 

６．その他

（１）その他の指標

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成22年３月31日) (平成23年３月31日)

連結 単独 連結 単独

営業貸付金残高 (百万円) 1,297,985 855,423 879,597 772,593

無担保ローン 1,287,448 853,594 871,272 764,269

有担保ローン 10,537 1,828 8,324 8,324

顧客数   (人) 2,587,582 1,612,938 1,894,925 1,627,063

無担保ローン 2,584,674 1,612,285 1,892,471 1,624,609

有担保ローン 2,908 653 2,454 2,454

店舗数   (店) 1,538 1,492 1,265 1,237

有人店舗 169 123 49 21

自動契約店舗(無人) 1,369 1,369 1,216 1,216

自動契約機台数   (台) 1,521 1,521 1,258 1,258

現金自動設備 (台) 1,522 1,516 1,256 1,256

ローン申込機   (台) 150 150 ― ―

従業員数  (人) 4,522 2,277 2,773 1,718

貸倒償却額 (百万円) 188,831 140,461 164,024 143,558

貸倒引当金残高 (百万円) 245,971 170,523 175,444 161,667

１株当たり当期純利益
(円) 114.86 57.17 △757.09 △823.31

又は当期純損失(△)   

１株当たり純資産額   (円) 2,045.02 1,775.99 1,249.13 934.57

（２）役員の異動
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