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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２  営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第47期の潜在株式調整後１株当り四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

４ 第47期に連結の範囲に含めました三洋信販㈱、朝日エンタープライズ㈱、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㈲及びポケット・ダイレクト㈱は、みなし取得日を

平成19年９月30日としております。このため第47期の経営指標等の営業収益、経常利益、四半期(当期)純利

益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシ

ュ・フローには三洋信販㈱ほか６社の平成19年10月１日から平成20年３月31日（ポケットカード㈱及びポケ

ット・ダイレクト㈱は平成19年９月１日から平成20年２月29日）の数値を含めております。また、純資産

額、総資産額、現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高、従業員数には三洋信販㈱ほか６社の数値が含ま

れております。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第２四半期連結
累計期間

第48期
第２四半期連結

会計期間
第47期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成20年
  ７月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 201,761 97,593 391,240

経常利益 (百万円) 27,515 7,190 64,325

四半期(当期)純利益 (百万円) 12,432 531 15,955

純資産額 (百万円) － 428,871 418,885

総資産額 (百万円) － 1,909,817 2,019,055

１株当たり純資産額 (円) － 3,057.44 2,991.03

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 98.03 4.18 125.81

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 93.88 3.84 －

自己資本比率 (％) － 20.3 18.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 59,327 － 116,299

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,784 － △ 126,465

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 105,754 － 13,106

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) － 164,338 205,052

従業員数 (名) － 5,689 5,984

─ 2 ─



当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事業の

内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 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であります。 

２ 従業員数欄の(  )内は外数で、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)で

あります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

従業員数(名)
5,689
(1,005)

従業員数(名) 3,294
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第２ 【事業の状況】 

  

(1) 当社グループにおける営業貸付金の内訳等 

当第２四半期連結会計期間における営業の実績は、次のとおりであります。ただし、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に関連付けて記載しておりません。 

  

① 営業店舗数及び自動設備台数 
  

 
(注) １ 自動契約機及びローン申込機の台数は、総設置台数であります。 

２ 当社の顧客が利用可能な現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)の提携先数は以下のとおりであります。 

    当第２四半期連結会計期間末  

  民間金融機関381(うち銀行系111)、流通系７、信販系８、その他２、合計398 

  現金自動設備(ＣＤ・ＡＴＭ)115,180台 

３ 当社は、上記以外に㈱ファミリーマート、㈱ローソンとの提携により、両社の国内店舗において入

金受付が可能であります。 

  

１ 【営業の実績】

区分

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

連結 当社

店舗 (店) 1,612 1,557

(うち有人店舗) (361) (306)

(うち無人店舗) (1,251) (1,251)

自動契約機 (台) 1,585 1,585

現金自動設備  (自社設置分) (台) 1,833 1,756

ローン申込機 (台) 217 217
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② 種類別営業収益 
  

 
(注) １ 「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 その他の営業収益の「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 主な相手先別営業収益については、それぞれの相手先が営業収益に占める割合が100分の10未満であ

るため、記載を省略しております。 

４ 当第２四半期連結会計期間より、買取債権回収高には買取原価相当額を含めておりません。 

  

③ 貸付金の種類別残高内訳 

  

 
(注) １ 平均約定金利は、第２四半期連結会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当第２四半期連結会計期間末664百万円）を

含めて記載しております。 

  

種類別
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 構成割合(％)

営業貸付金利息 82,634 84.7

その他の金融収益 218 0.2

商品売上高 158 0.2

その他の営業収益 14,582 14.9

償却債権取立益 1,980 2.0

あっせん収益 2,213 2.3

買取債権回収高 2,382 2.4

保証事業収益 6,171 6.3

その他 1,835 1.9

営業収益合計 97,593 100.0

貸付種別

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合 
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保 
(住宅向を除く) 

3,161,139 99.9 1,639,840 99.1 21.94

有担保 
(住宅向を除く) 

3,630 0.1 14,621 0.9 15.31

住宅向 ― ― ― ― ―

計 3,164,769 100.0 1,654,462 100.0 21.88

事業者向 有担保 22 0.0 61 0.0 12.00

合計 3,164,791 100.0 1,654,523 100.0 21.88
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④ 業種別貸付金残高内訳 
  

 
(注) １ 先数とは、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先数の合計を記載しておりま

す。 

２ 当第２四半期連結会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは3,160,944件、有担保ローンは

3,652件であります。 

３ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当第２四半期連結会計期間末664百万円）を

含めて記載しております。 

  

⑤ 担保別貸付金残高内訳 
  

 
(注) 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当第２四半期連結会計期間末664百万円）を含

めて記載しております。 

  

⑥ 期間別貸付金残高内訳 
  

 
(注) １ リボルビングによる契約(極度借入基本契約)は、一定の利用限度枠を決めておき、その枠内で利用

する契約であります。 

２ リボルビングによる契約は自動継続契約を含んでおります。 

３ 「１件当たり平均期間」は、リボルビングによる契約を含んでおりますので算出しておりません。 

４ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当第２四半期連結会計期間末664百万円）を

含めて記載しております。 

業種別

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

先数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

卸売・小売業 22 0.0 61 0.0

個人 3,164,574 100.0 1,654,462 100.0

合計 3,164,596 100.0 1,654,523 100.0

受入担保の種類

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

残高(百万円) 構成割合(％)

商品 61 0.0

不動産 14,621 0.9

計 14,683 0.9

保証 978 0.1

無担保 1,638,862 99.0

計 1,639,840 99.1

合計 1,654,523 100.0

期間別

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

リボルビングによる契約 3,106,750 98.2 1,629,667 98.5

１年以下 36,528 1.1 7,412 0.5

１年超 ５年以下 18,665 0.6 4,646 0.3

５年超 10年以下 561 0.0 1,569 0.1

10年超  15年以下 2,176 0.1 10,468 0.6

15年超 20年以下 111 0.0 759 0.0

合計 3,164,791 100.0 1,654,523 100.0

１件当たり平均期間 ―――――
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⑦ 地区別貸付金残高内訳 

  

 
(注) １ 各地区の分類は以下のとおりであります。 

 
       なお、「地区」は営業店舗の所在地を基準に集計しております。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（当第２四半期連結会計期間末664百万円）を

含めて記載しております。 

  

地区別

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

無担保ローン 国内 北海道地区 133,461 4.2 62,924 3.8

東北地区 230,380 7.3 121,065 7.3

関東地区 1,119,185 35.4 618,887 37.4

中部地区 315,141 10.0 173,380 10.5

近畿地区 548,021 17.3 255,831 15.5

中国地区 173,963 5.5 89,953 5.4

四国地区 90,633 2.8 46,305 2.8

九州地区 483,774 15.3 246,189 14.9

小計 3,094,558 97.8 1,614,538 97.6

海外

 

 

香港 48,337 1.5 21,309 1.3

タイ 18,244 0.6 3,991 0.2

小計 66,581 2.1 25,301 1.5

計 3,161,139 99.9 1,639,840 99.1

有担保ローン 国内 北海道地区 69 0.0 233 0.0

東北地区 144 0.0 546 0.0

関東地区 372 0.0 1,417 0.1

中部地区 302 0.0 1,401 0.1

近畿地区 536 0.0 1,587 0.1

中国地区 585 0.0 2,537 0.2

四国地区 31 0.0 115 0.0

九州地区 1,613 0.1 6,843 0.4

計 3,652 0.1 14,683 0.9

合計 3,164,791 100.0 1,654,523 100.0

・北海道地区 ：北海道 

・東北地区 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

・関東地区 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・中部地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

・近畿地区 ：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・中国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

・四国地区 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

・九州地区 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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⑧ 資金調達内訳 

  

 
(注) １ 自己資本は、資産の合計額より負債及び少数株主持分の合計額並びに中間配当金の予定額を控除

し、引当金の合計額を加えて算出しております。 

２ 平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額

の割合を基として算出しております。 

  

(2) 提出会社における営業貸付金の内訳等 

  

① 貸付金の種類別残高内訳 

  

 
(注) 平均約定金利は、第２四半期会計期間末の顧客別貸付利率を加重平均して算出しております。 

  

② 業種別貸付金残高内訳 

  

 
(注) １ 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数であります。 

２ 当第２四半期会計期間末の先数の個人のうち、無担保ローンは2,018,865件、有担保ローンは749件

であります。 

  

借入先等
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 738,462 1.79

その他 418,828 1.88

(うち社債・ＣＰ) 407,828 1.87

合計 1,157,290 1.82

自己資本 975,396 ―

(うち資本金) (80,737) (―)

貸付種別

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合 
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保 
(住宅向を除く) 

2,019,060 99.9 1,086,125 99.9 21.52

有担保 
(住宅向を除く) 

749 0.1 1,782 0.1 16.74

住宅向 ― ― ― ― ―

計 2,019,809 100.0 1,087,907 100.0 21.51

事業者向 有担保 22 0.0 61 0.0 12.00

合計 2,019,831 100.0 1,087,968 100.0 21.51

業種別

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

先数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

卸売・小売業 22 0.0 61 0.0

個人 2,019,614 100.0 1,087,907 100.0

合計 2,019,636 100.0 1,087,968 100.0
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③ 担保別貸付金残高内訳 

  

 
  

④ 期間別貸付金残高内訳 

ａ 無担保、有担保合算 

  

 
(注) １ リボルビングによる契約(極度借入基本契約)は、一定の利用限度枠を決めておき、その枠内で利用

できる契約であります。 

２ リボルビングによる契約は、無担保ローンは３年毎と５年毎、有担保ローンのうち、個人に対する

貸付は３年毎、事業者向貸付は１年毎の自動継続であります。 

３ 「１件当たり平均期間」は、リボルビングによる契約を含んでおりますので算出しておりません。 

  

ｂ 無担保、有担保別 

  

 
  

受入担保の種類

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

残高(百万円) 構成割合(％)

商品 61 0.0

不動産 1,782 0.1

計 1,843 0.1

保証 ― ―

無担保 1,086,125 99.9

計 1,086,125 99.9

合計 1,087,968 100.0

期間別

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

リボルビングによる契約 2,019,177 99.9 1,087,836 99.9

１年以下 5 0.0 0 0.0

１年超 ５年以下 649 0.1 132 0.1

合計 2,019,831 100.0 1,087,968 100.0

１件当たり平均期間 ―――――

期間別

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

無担保ローン 無担保リボルビング 2,018,406 99.9 1,085,992 99.9

１年以下 5 0.0 0 0.0

１年超 ５年以下 649 0.0 132 0.0

計 2,019,060 99.9 1,086,125 99.9

有担保ローン 有担保リボルビング 771 0.1 1,843 0.1

合計 2,019,831 100.0 1,087,968 100.0
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⑤ 地区別営業貸付金利息 

  

 
(注) 各地区の分類は以下のとおりであります。 

 
     なお、「地区」は営業店舗の所在地を基準に集計しております。 

  

⑥ 営業貸付金の増減額及び残高 

  

 
(注) 切替額欄には、「無担保ローン」「有担保ローン」の科目区分の変更が発生した場合に記載しておりま

す。 

  

地区別

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

金額(百万円) 構成割合(％)

北海道地区 2,384 4.4

東北地区 5,343 9.9

関東地区 19,796 36.8

中部地区 8,085 15.0

近畿地区 8,514 15.8

中国地区 2,496 4.6

四国地区 2,015 3.8

九州地区 5,238 9.7

合計 53,875 100.0

・北海道地区 ：北海道 

・東北地区 ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

・関東地区 ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・中部地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

・近畿地区 ：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・中国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

・四国地区 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県

・九州地区 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

項目

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

金額
(百万円)

うち無担保ローン 
(百万円)

うち有担保ローン
(百万円)

期首残高 1,122,513 1,120,624 1,889

期中貸付額 95,903 95,805 97

期中回収額 100,408 100,305 102

切替額 － － －

貸倒損失額 30,040 29,999 40

期末残高 1,087,968 1,086,125 1,843

平均貸付金残高 1,104,355 1,102,499 1,856
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⑦ 貸付利率別残高内訳 

  

 
  

  

⑧ 貸付金額別残高内訳 

  

 
(注) １ 当第２四半期会計期間末の１件当たり平均貸付残高(千円)の計算において先数で算出した場合、

「１件当たり平均貸付残高」は538千円、「無担保ローン」は537千円であります。なお、「有担保

ローン」は変動ありません。 

２ 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数であります。 

  

利率別

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

無担保ローン 年率 10.0％以下 72,787 3.6 45,786 4.2

年率 10.0％超 15.0％以下 94,765 4.7 98,496 9.1

年率 15.0％超 18.0％以下 361,401 17.9 204,487 18.8

年率 18.0％超 20.0％以下 62,073 3.0 57,257 5.3

年率 20.0％超 22.0％以下 44,246 2.2 52,440 4.8

年率 22.0％超 24.0％以下 170,492 8.4 140,806 13.0

年率 24.0％超 26.0％以下 1,160,971 57.5 469,086 43.1

年率 26.0％超 29.2％以下 52,325 2.6 17,762 1.6

計 2,019,060 99.9 1,086,125 99.9

有担保ローン 年率 10.0％超 15.0％以下 195 0.0 495 0.0

年率 15.0％超 18.0％以下 576 0.1 1,348 0.1

計 771 0.1 1,843 0.1

合計 2,019,831 100.0 1,087,968 100.0

金額別

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

無担保ローン    10万円以下 214,822 10.6 13,143 1.3

   10万円超   30万円以下 420,774 20.8 92,493 8.5

   30万円超   50万円以下 870,992 43.1 390,217 35.9

   50万円超  100万円以下 298,654 14.8 239,907 22.0

  100万円超  300万円以下 213,818 10.6 350,362 32.2

計 2,019,060 99.9 1,086,125 99.9

有担保ローン   100万円以下 88 0.0 45 0.0

  100万円超  500万円以下 676 0.1 1,752 0.1

  500万円超 1,000万円以下 6 0.0 35 0.0

1,000万円超 1 0.0 10 0.0

計 771 0.1 1,843 0.1

合計 2,019,831 100.0 1,087,968 100.0

１件当たり平均貸付残高    (千円) 538 

無担保ローン    (千円) 537 

有担保ローン    (千円) 2,391 
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⑨ 男女別・年齢別無担保ローン残高内訳 

  

 
(注) 先数とは、顧客別に名寄せした債務者数であります。 

  

⑩ 営業店１店舗当たり及び従業員１名当たり営業貸付金残高 

  

   

 
  なお、当第２四半期末営業店舗数は306店であります。 

 
なお、四半期末従業員数は営業に直接携わる従業員数であり、当第２四半期末は2,698名であります。 

  

区分

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

先数
(件)

構成割合
(％)

残高 
(百万円)

構成割合
(％)

男性 18歳以上 19歳以下 － － － －

20歳以上 29歳以下 235,117 11.7 87,706 8.1

30歳以上 39歳以下 438,616 21.7 260,347 24.0

40歳以上 49歳以下 333,627 16.5 226,566 20.9

50歳以上 59歳以下 277,405 13.7 189,737 17.5

60歳以上 172,273 8.5 93,106 8.5

計 1,457,038 72.1 857,465 79.0

女性 18歳以上 19歳以下 8 0.0 2 0.0

20歳以上 29歳以下 88,136 4.4 27,678 2.5

30歳以上 39歳以下 141,458 7.0 59,070 5.5

40歳以上 49歳以下 122,253 6.1 53,226 4.9

50歳以上 59歳以下 120,485 6.0 53,436 4.9

60歳以上 89,487 4.4 35,245 3.2

計 561,827 27.9 228,659 21.0

合計 2,018,865 100.0 1,086,125 100.0

項目

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

件数(件) 残高(百万円)

営業店１店舗当たり営業貸付金残高 6,600 3,555

従業員１名当たり営業貸付金残高 748 403

(注) １ 営業店１店舗当たり営業貸付金残高は、
四半期末営業貸付金残高

により算出しております。
四半期末営業店舗（有人店舗）数

   ２ 従業員１名当たり営業貸付金の残高は、
四半期末営業貸付金残高

により算出しております。
四半期末従業員数
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⑪ 資金調達内訳 
  

ａ 調達別 
  

 
(注) １ 自己資本は、資産の合計額より負債の合計額及び中間配当金の予定額を控除し、引当金の合計額を

加えて算出しております。 

２ 平均調達金利は、金融機関等からの借入金等の期中平均残高に占める当該借入金等に係る利息の額

の割合を基として算出しております。 

  

ｂ 金融機関別 
  

 
  

借入先等

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 466,697 1.71

その他 302,428 1.86

(うち社債) (302,428) (1.86)

合計 769,125 1.77

自己資本 759,375 ―

(うち資本金) (80,737) (―)

区分

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

期首残高
(百万円)

調達額
(百万円)

返済額 
(百万円)

期末残高
(百万円)

借入金

都市銀行等 247,615 70,000 91,739 225,876

地方銀行 25,712 1,500 3,434 23,778

信託銀行 75,025 7,000 8,958 73,067

外国銀行 18,000 － 1,000 17,000

系統金融機関 20,371 － 821 19,550

生命保険会社 85,020 － 9,091 75,929

損害保険会社 9,668 2,000 871 10,797

事業会社 
(リース・ファイナン
ス会社等) 

700 － － 700

関係会社 21,000 － 1,000 20,000

計 503,111 80,500 116,914 466,697

社債 
(１年内償還予定を含む) 

270,424 42,004 10,000 302,428

計 270,424 42,004 10,000 302,428

合計 773,535 122,504 126,914 769,125

─ 13 ─



当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

３ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当第２四半期連結会計期間の当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであ

ります。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間の当社グループの経営成績は、営業収益は97,593百万円、経常利益は

7,190百万円、四半期純利益は531百万円となりました。  

 なお、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

・金融事業 

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、利息返還請求の増加に伴う貸倒

償却の増加等により、当社単体では営業貸付金残高が大幅に減少いたしましたものの、三洋信販株式

会社の連結や信用保証事業等の周辺事業の収益改善が寄与し、当第２四半期連結会計期間の金融事業

収益は、95,599百万円となりました。 

  

・その他の事業 

当社グループでは、消費者金融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、テレマーケティング事業、金融事業向けシステム開発事業等を行っているほか、新事業分野

への進出も図っております。このような取り組みの結果、その他の事業収益は、1,994百万円となり

ました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の当社グループの資産合計残高は、1,909,817百万円（前期末比5.4％

減）、負債合計残高は1,480,946百万円（前期末比7.5％減）、純資産残高は428,871百万円（前期末比

2.4％増）となりました。これは、営業貸付金残高の減少に伴い、有利子負債の返済を行ったものであ

ります。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】
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(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間

末から17,251百万円（11.73％）増加し、164,338百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの

状況は次のとおりであります。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は34,896百万円となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益5,407百万円、営業貸付金の減少56,492百万円等の資金増加要因と、非

資金科目である貸倒引当金の減少19,512百万円、利息返還損失引当金の減少17,133百円等の資金減少要

因によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間において投資活動により得られた資金は14,598百万円となりました。主な

要因は、有価証券勘定の減少による収入15,500百万円であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間において財務活動により使用した資金は32,322百万円となりました。これ

は、短期借入金の純減額91,736百万円、社債の純増額31,865百万円、長期借入金の純増額28,617百万円

等によるものであります。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。  

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

該当事項はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

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 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 134,866,665 同左
東京証券取引所
（市場第一部）

―

計 134,866,665 同左 ― ―

平成20年７月８日及び平成20年７月９日 取締役会決議

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 4,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２

新株予約権の行使期間 (注)３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) 

(注)４ 

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権付社債からの分割譲渡はできない。

代用払込みに関する事項 
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権
に係る本社債を出資するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５

新株予約権付社債の残高(百万円) 42,000
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(注) １ 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額

面金額の総額を下記 (注)２記載の転換価額で除した数とする。但し、１株未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

２  (１)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債 

    の価額は、額面金額と同額とする。 

  (２)転換価額は、当初、2,820円とする。 

  (３)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式 

    を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使及び取得請求権付株式 

    の取得請求権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整される。なお、次の算式におい 

    て、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいう。  
   

  
          また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）又は併合、当社普通株式の時価を 

    下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるもの 

    を含む。）の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従 

    い適宜調整される。 

３  当社が組織再編事由の提案（適用除外持株会社化に係る提案を除く。）について株主に最初に通知した日

（株主に対する通知を要しない場合には、当該組織再編事由の条項について最初に公表した日）及び平成27

年６月１日のいずれか早い日（以下「権利行使期間開始日」という。）から平成27年７月16日における新株

予約権行使受付代理人の営業終了時（行使請求地時間）までとする。  

但し、①当社がクリーンアップ条項又は税制変更等のいずれかにより本社債を繰上償還する場合（税制変更

等による繰上償還を受けないことが選択された本社債を除く。）には、償還日の東京における３営業日前の

日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、②当社が組織再編行為を行う場合、上場廃止等又は

スクイーズアウトにより本社債が繰上償還される場合には、償還日の東京における３営業日前の日における

新株予約権行使受付代理人の営業終了時後、③本社債が本新株予約権付社債所持人の選択により繰上償還さ

れる場合には、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に従って本社債の支払代理人に預託された時より

後、④買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時より後、又は⑤当社が本新株予約権付社債の要項に定

めるところにより本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失後は、それぞれ、本新株

予約権を行使することはできないものとする。  

但し、ア.いかなる場合も権利行使期間開始日より前及び平成27年７月16日より後は本新株予約権を行使す

ることはできないものとし、イ.当社が本新株予約権の取得条項に基づき取得通知を行った場合は、取得通

知日（同日を含まない。）の15日後の日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの間は本新株予

約権を行使することはできないものとし、また、ウ.当社が組織再編事由に際し承継会社等の新株予約権の

交付等を実行するために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株

予約権は、当社が定める期間（かかる期間は、30日を超えることはできず、当該組織再編効力発生日の14日

後の日以前に終了するものとする。）は行使することができないものとする。当社は、本新株予約権付社債

所持人及び受託会社に対して、上記ウ.記載の本新株予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期間を、当

該停止期間が開始する30日以上前に通知するものとする。  

４  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は行使価額（修正又は調整された場合は修

正又は調整後の行使価額。）とし、同発行価格中資本に組入れる額は、当該発行価格の２分の１の金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の

額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  当社につき組織再編事由が生じた場合、本新株予約権付社債が組織再編効力発生日より前に償還されていな

い限り、当社は、承継会社等をして、本社債の債務を承継するための本新株予約権付社債の要項に定める措

置及び本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせるものとする。また、かかる場合、当社は、承

継会社等の普通株式が当該組織再編効力発生日において日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場される

ようにするものとする。「承継会社等」とは、合併の後存続又は設立される会社、当社の資産を譲り受ける

会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換

又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の組織再編行為により本新株予約権付社

債に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。 

  

既発行
＋

発行又は処分株式数×１株当たりの発行又は処分価額

調整後
＝

調整前
×

株式数 時価

転換価額 転換価額 既発行株式数＋発行又は処分株式数
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しております。 

２ 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位以下を四捨五入して記載しております。 

３ 当社は自己株式8,049千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合5.97％)を保有しておりますが、当該

自己株式には議決権がないため、上記の「大株主の状況」からは除外しております。 

４ 住友信託銀行株式会社の所有株式数には、退職給付信託として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

に拠出している株式3,600千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.67％）を含んでおります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年９月30日 ― 134,866 ― 80,737 ― 112,639

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 27,926 20.71

神 内 良 一 北海道樺戸郡浦臼町 10,000 7.41

神 内 由美子 東京都港区 8,644 6.41

モックスレイ・アンド・カンパ
ニー 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

270 PARK AVENUE,NEW YORK,N.Y. 10017-2070 
U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

6,679 4.95

ナッツ・クムコ 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

111 WALL STREET NEW YORK,NEW YORK 10015
U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

5,695 4.22

ヒーローアンドカンパニー 
(常任代理人 株式会社三井住友
銀行) 

90 WASHINGTON STREET NEW YORK,NY 10015
U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内１丁目３－２) 

4,861 3.60

ノーザン トラスト カンパニ
ー（エイブイエフシー）サブ 
アカウント アメリカン クラ
イアント 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店) 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 
5NT UK 
(東京都中央区日本橋３丁目11－１) 

4,293 3.18

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 4,000 2.97

ノーザン トラスト カンパニ
ー エイブイエフシー リ フ
ィデリティ ファンズ 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店) 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 
5NT,UK 
(東京都中央区日本橋３丁目11－１) 

3,279 2.43

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,780 2.06

計 ― 78,162 57.96
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５ 第１四半期会計期間において、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから平成20年６

月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成20年６月13日現在で以下の株式を所有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりま

せんので、上記の大株主の状況には含めておりません。 

  

 
  

６ 当第２四半期会計期間において、トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシーから、平

成20年７月９日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、その後、平成20年８月20日付で大量保有報

告書が提出され、平成20年９月18日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、平成20年９月15日

現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末の実質

所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。 

  

 
  

７ 当第２四半期会計期間において、ゴールドマン・サックス証券株式会社他２社から、平成20年７月22日付で

大量保有報告書の提出があり、また、平成20年８月６日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されてお

り、平成20年７月31日現在で以下の３社が株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当

第２四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めてお

りません。 

  

 
  

８ 当第２四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社他１社から、平成20年８月７日付で大量保有報

告書の提出があり、また、平成20年10月７日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、平成20年

９月30日現在で以下の２社が株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会

計期間末の実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。 

  

 
  
  

  

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

ブランデス・インベスト
メント・パートナーズ・
エル・ピー 

11988 El Camino Real, Suite 500, 
San Diego, CA 92191, U.S.A. 

7,722 5.73

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

トレードウィンズ・グロ
ーバル・インベスター
ズ・エルエルシー 

2049  Century  Park  East  20th 
Floor,  Los  Angeles,  California 
90067 United States 

9,325 6.91

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

ゴールドマン・サックス
証券株式会社 

東京都港区六本木六丁目10－１ 六本
木ヒルズ森タワー 

74 0.06

Goldman Sachs 
International 

Peterborough  Court,  133  Fleet 
Street, London EC4A 2BB UK 

4,328 3.21

Goldman Sachs & Co. 
８５ Broad Street, New York, New 
York 10004, U.S.A. 

39 0.03

計 ― 4,442 3.29

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合

(％)

フィデリティ投信株式会
社 

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城
山トラストタワー 

1,669 1.24

エフエムアール エルエル
シー 

82 Devonshire Street, Boston,
Massachusetts 02109, USA 

7,086 5.25

計 ― 8,755 6.49
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ600株(議決権12個)及び48株含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が18株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 
  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 

8,049,400 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

126,793,450 
2,535,869 ― 

単元未満株式 
普通株式 

23,815 
― ― 

発行済株式総数 134,866,665 ― ―

総株主の議決権 ― 2,535,869 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
プロミス株式会社 

東京都千代田区大手町
１丁目２番４号 

8,049,400 ― 8,049,400 5.97

計 ― 8,049,400 ― 8,049,400 5.97

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 3,360 3,400 3,530 3,020 2,710 2,535

最低(円) 2,735 3,070 2,965 2,400 2,330 2,015
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。 

  

 役職の異動 

  

 
  

  

３ 【役員の状況】

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役 
取締役 

副社長執行役員
経営企画部門統轄 
兼 総合企画部担当 

代表取締役
取締役 

副社長執行役員
経営企画部門統轄 
兼 総合企画部、広報
部担当 

久 保   健 平成20年10月１日

取締役 

専務執行役員 
営業推進部門、営業企
画部門統轄  兼   
営業企画部門担当 

取締役 
専務執行役員
営業推進部門、   
営業企画部門担当 

加曽利   勉 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
関連事業部担当 

取締役 
常務執行役員
海外事業部門担当 

久保出 俊 博 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
人事部、財務部担当 

取締役 
常務執行役員
関連企業部担当 

岡 本   誠 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
営業推進部門担当 

取締役 
常務執行役員
人事部、財務部担当 

鈴 木   哲 平成20年10月１日

取締役 
常務執行役員 
広報部、ＩＴ開発部、
ＩＴ運用部担当 

取締役 
常務執行役員
ＩＴ企画部、ＩＴ開発
部、ＩＴ運用部担当 

立 石 義 之 平成20年10月１日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)及び「特定金融会社等の会計の整理に

関する命令」(平成11年総理府令・大蔵省令第32号)に基づいて作成しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則第７条第１項

第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 118,284 122,994

受取手形及び売掛金 525 612

営業貸付金 *2, *3, *5  1,653,859 *2, *3, *5  1,747,736

割賦売掛金 76,623 65,767

有価証券 900 11,000

買取債権 26,615 27,298

短期貸付金 55,159 87,298

繰延税金資産 39,360 46,058

求償債権 23,479 22,333

その他 32,117 36,365

貸倒引当金 △306,082 △343,576

流動資産合計 1,720,842 1,823,888

固定資産   

有形固定資産 *1  69,647 *1  71,648

無形固定資産   

のれん 57,388 60,576

その他 15,105 17,345

無形固定資産合計 72,493 77,922

投資その他の資産   

投資有価証券 *3  28,863 *3  28,389

その他 *3  18,343 *3  17,589

貸倒引当金 △372 △382

投資その他の資産合計 46,834 45,596

固定資産合計 188,975 195,166

資産合計 1,909,817 2,019,055
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 132,589 237,492

1年内償還予定の社債 20,200 38,200

コマーシャル・ペーパー 29,000 25,000

1年内返済予定の長期借入金 *3  201,104 *3  189,195

未払法人税等 3,507 6,196

賞与引当金 4,064 4,047

債務保証損失引当金 16,485 14,902

利息返還損失引当金 85,140 87,693

事業再構築引当金 1,502 6,076

その他の引当金 766 814

その他 34,295 33,358

流動負債合計 528,655 642,979

固定負債   

社債 316,628 336,720

転換社債型新株予約権付社債 42,000 －

長期借入金 *3  404,768 *3  418,435

債権流動化債務 11,000 －

退職給付引当金 3,457 4,005

利息返還損失引当金 172,131 196,194

その他の引当金 339 339

その他 1,965 1,496

固定負債合計 952,291 957,191

負債合計 1,480,946 1,600,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 138,413 138,413

利益剰余金 227,237 217,327

自己株式 △57,425 △57,424

株主資本合計 388,963 379,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 248 96

繰延ヘッジ損益 － △7

為替換算調整勘定 △1,475 172

評価・換算差額等合計 △1,226 262

少数株主持分 41,134 39,568

純資産合計 428,871 418,885

負債純資産合計 1,909,817 2,019,055
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

営業貸付金利息 169,998

その他の金融収益 371

商品売上高 271

その他の営業収益 31,120

営業収益合計 201,761

営業費用  

金融費用 11,183

商品売上原価 250

その他の営業費用 *  163,092

営業費用合計 174,526

営業利益 27,235

営業外収益  

受取利息及び配当金 582

持分法による投資利益 721

その他 310

営業外収益合計 1,614

営業外費用  

支払利息 750

支払手数料 500

その他 83

営業外費用合計 1,334

経常利益 27,515

特別利益  

固定資産売却益 34

投資有価証券売却益 624

その他 110

特別利益合計 770

特別損失  

前期損益修正損 64

固定資産売却損 39

固定資産除却損 650

減損損失 45

関係会社株式評価損 1,218

事業再編損 1,506

その他 613

特別損失合計 4,139

税金等調整前四半期純利益 24,145

法人税、住民税及び事業税 3,270

法人税等調整額 6,757

法人税等合計 10,027

少数株主利益 1,684

四半期純利益 12,432

─ 26 ─



  【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

営業貸付金利息 82,634

その他の金融収益 218

商品売上高 158

その他の営業収益 14,582

営業収益合計 97,593

営業費用  

金融費用 5,595

商品売上原価 176

その他の営業費用 *  84,298

営業費用合計 90,070

営業利益 7,522

営業外収益  

持分法による投資利益 376

その他 199

営業外収益合計 575

営業外費用  

支払利息 371

支払手数料 500

その他 36

営業外費用合計 907

経常利益 7,190

特別利益  

投資有価証券売却益 619

その他 136

特別利益合計 755

特別損失  

固定資産除却損 564

事業再編損 1,485

その他 487

特別損失合計 2,538

税金等調整前四半期純利益 5,407

法人税、住民税及び事業税 1,100

法人税等調整額 2,919

法人税等合計 4,019

少数株主利益 856

四半期純利益 531
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 24,145

減価償却費 3,972

のれん償却額 3,188

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,504

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △26,615

営業貸付金の増減額（△は増加） 93,876

売上債権の増減額（△は増加） △7,346

債権流動化債務の増減額（△は減少） 11,000

その他 596

小計 65,314

利息及び配当金の受取額 583

利息の支払額 △750

法人税等の支払額 △5,819

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,327

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） △3,543

有価証券の増減額（△は増加） 10,100

無形固定資産の取得による支出 △3,524

関係会社株式の取得による支出 △1,459

貸付けによる支出 △6,740

貸付金の回収による収入 9,174

その他 1,778

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,784

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） 4,000

短期借入れによる収入 52,752

短期借入金の返済による支出 △162,575

長期借入れによる収入 99,444

長期借入金の返済による支出 △100,470

社債の発行による収入 41,869

社債の償還による支出 △38,100

配当金の支払額 △2,536

その他 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40,713

現金及び現金同等物の期首残高 205,052

現金及び現金同等物の四半期末残高 *  164,338
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

１ 持分法適用の範囲の変更 

持分法を適用した関連会社１社 

第１四半期連結会計期間より、エス・ピー・エフ

㈱（平成20年５月27日付けで住商ポケットファイナ

ンス㈱より商号変更）は四半期純損益及び利益剰余

金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 会計処理の原則及び手続の変更 

(1) 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、当第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

(2) 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、当第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

第２四半期連結累計期間の営業収益及び営業費用が

それぞれ1,907百万円減少しております。 

また、この変更は当第２四半期連結会計期間にお

ける当社グループ内の事務処理システムの統合によ

って可能になったものであることから、第１四半期

連結累計期間は従来の方法によっております。従っ

て、第１四半期連結累計期間は、変更後の方法によ

った場合に比べて営業収益、営業費用がそれぞれ

856百万円増加しております。 

 

 

─ 29 ─



【簡便な会計処理】 

  

 
  

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

  繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連

結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グを利用する方法により算定しております。 

─ 30 ─



【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  
当第２四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 39,938百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  43,865百万円 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸

付金は664百万円であります。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸

付金は9,943百万円であります。 

※３ 担保に供している資産及びその対応する債務 

① 担保に供している資産 

 

② 対応する債務 

 

上記のほか、営業貸付金244,163百万円につい

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238,996百万円(１年内

返済予定70,487百万円を含む。)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。 

種類 
第２四半期末帳簿価額

(百万円) 

営業貸付金 74,626

その他 6

計 74,632

 

科目 
第２四半期末残高

(百万円) 

1年内返済予定の長期借入金 28,836

長期借入金 43,234

計 72,070

 

※３ 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 

 

② 対応する債務 

 

上記のほか、営業貸付金253,928百万円につい

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248,785百万円(１年内

返済予定61,154百万円を含む。)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。 

種類
期末帳簿価額
(百万円) 

営業貸付金 83,505

その他 6

計 83,511

科目
期末残高
(百万円) 

1年内返済予定の長期借入金 30,212

長期借入金 50,654

計 80,866

 ４ 偶発債務 

(1) 信用保証業務の保証債務 464,098百万円

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)     ────────── 

(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。 

 

 ４ 偶発債務 

 

(1) 信用保証業務の保証債務 424,302百万円

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) 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 71

計 71

上記保証債務は、外貨建であり、5,000千人民元
であります。 

(3)    ────────── 
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当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※５ 不良債権の状況 

 

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。 

区分 
金額

(百万円) 

破綻先債権 3,358

延滞債権 18,669

３カ月以上延滞債権 30,490

貸出条件緩和債権 114,105

計 166,624

 

※５ 不良債権の状況 

 

①    同左 

区分
金額 

(百万円) 

破綻先債権 1,729

延滞債権 14,063

３カ月以上延滞債権 31,138

貸出条件緩和債権 110,885

計 157,817

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。 

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、114,105百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが105,056百万円含まれておりま

す。 

 

なお、110,885百万円のうちには、延滞日数が

30日以内のものが102,767百万円含まれておりま

す。 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

第２四半期連結累計期間 

 
  

第２四半期連結会計期間 

 
  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

※ その他の営業費用の主要な項目の内訳 
 

貸倒引当金繰入額 58,825百万円

債務保証損失引当金繰入額 6,971百万円

利息返還損失引当金繰入額 24,901百万円

従業員給料及び賞与 13,776百万円

賞与引当金繰入額 3,823百万円

支払手数料 16,719百万円

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

※ その他の営業費用の主要な項目の内訳 
 

貸倒引当金繰入額 32,652百万円

債務保証損失引当金繰入額 4,878百万円

利息返還損失引当金繰入額 11,447百万円

従業員給料及び賞与 7,016百万円

賞与引当金繰入額 1,849百万円

支払手数料 8,078百万円

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 118,284百万円

有価証券勘定 900百万円

短期貸付金勘定 55,159百万円

   計 174,343百万円

預入期間が３カ月を超える 

定期預金及び譲渡性預金 
△3,808百万円

現先運用以外の短期貸付金 △6,195百万円

現金及び現金同等物 164,338百万円
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(株主資本等関係) 

  

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

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の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 134,866,665

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,049,418

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20年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 2,536 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

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20年11月６日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 2,536 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月１日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

  全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「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。 

  
  
  
  

【所在地別セグメント情報】 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

  全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が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。 

  
  
  
  

【海外売上高】 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

3,057.44円 2,991.03円

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 428,871 418,885

普通株式に係る純資産額(百万円) 387,736 379,316

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分 41,134 39,568

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) 8,049 8,048

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) 

126,817 126,817

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 98.03円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 93.88円

項目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 12,432

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 12,432

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) 126,817

四半期純利益調整額(百万円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株) 

5,615

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

─
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第２四半期連結会計期間 

  

 
  
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 4.18円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3.84円

項目
当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 531

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 531

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) 126,817

四半期純利益調整額(百万円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株) 

11,170

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要 

─
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第48期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月６日開催の取

締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

  

  

２ 【その他】

① 配当金の総額 2,536百万円

② １株当たりの金額 20円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成20年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成20年11月11日

プロミス株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプ

ロミス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株式会社及び連結子会社の平成20

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  

追記情報 

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、

当第２四半期連結会計期間より買取債権回収高の計上方法を変更している。 

２．注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、新株予約権付社債の繰上償還条項に

基づく繰上償還債務として、発行総額の５％である2,100百万円を偶発債務として記載している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

東陽監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  能  勢     元  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年11月13日 

【会社名】 プロミス株式会社 

【英訳名】 Promise Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  神 内 博 喜 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町１丁目２番４号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社代表取締役社長神内博喜は、当社の第48期第２四半期(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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