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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 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21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

営業収益 (百万円) 59,679 50,184 19,833 114,546 97,920

経常利益又は

経常損失（△）
(百万円) 7,080 1,959 △7,008 7,839 2,649

中間（当期）純利益又は

中間純損失(△)
(百万円) 5,555 2,446 △8,353 5,976 6,803

純資産額 (百万円) 91,647 92,797 59,773 90,788 94,834

総資産額 (百万円) 483,230 436,363 180,907 477,630 413,915

１株当たり純資産額 (円) 1,608.801,683.811,575.801,614.341,800.32

１株当たり中間（当期）

純利益又は１株当たり中

間純損失（△）

 (円) 146.46 64.50 △220.21 157.56 179.34

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 12.6 14.6 33.0 12.8 16.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 17,511 31,191 22,521 32,903 58,403

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 1,385 985 2,126 △1,706 3,731

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △35,471 △34,641 △41,339 △33,736 △58,680

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
(百万円) 40,293 51,870 32,849 54,336 57,785

従業員数  (名)
1,190

(235)

1,071

(162)

174

(0)

1,168

(205)

830

(140)

　（注）１　「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、第46期中、第46期、第47期中及び第47期は、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。第48期中は、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

２　「従業員数」欄の（　）書は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員数を１人１日８時間で換算し算出）を記載

しております。

３　第48期中の業績及び総資産額等の項目が著しく減少しておりますが、主な理由としてはポケットカード株式

会社を連結子会社から持分法を適用する関連会社へ変更したためであります。詳細につきましては、「第２ 

事業の状況 ７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」をご参照下さい。

４　営業収益には、消費税等を含んでおりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 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21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

営業収益 (百万円) 34,726 26,890 19,827 64,839 51,910

経常利益又は

経常損失（△）
(百万円) 5,553 3,079 △7,038 7,381 9,263

中間（当期）純利益又は

中間純損失(△)
(百万円) 5,523 2,941 △8,378 4,489 14,304

資本金 (百万円) 16,268 16,268 16,268 16,268 16,268

発行済株式総数 (千株) 37,932 37,932 37,932 37,932 37,932

純資産額 (百万円) 44,637 46,531 49,419 43,404 57,959

総資産額 (百万円) 248,486 219,593 169,879 241,561 217,646

１株当たり純資産額 (円) 1,176.771,226.701,302.841,144.261,527.97

１株当たり中間（当期）

純利益又は１株当たり中

間純損失（△）

(円) 145.61 77.55 △220.89 118.35 377.11

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) 18.0 21.2 29.1 18.0 26.6

従業員数 (名)
534

(92)

418

(22)

168

(0)

519

(62)

403

(11)

 （注）１　「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、第46期中、第46期、第47期中及び第47期は、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。第48期中は、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２　「従業員数」欄の（　）書は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員数を１人１日８時間で換算し算出）を記載

しております。

３　営業収益には、消費税等を含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当中間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）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。

３【関係会社の状況】

ポケットカード株式会社は平成22年３月１日付で、同社の100%子会社であるポケット・ダイレクト株式会社を吸収

合併いたしました。これにより、ポケット・ダイレクト株式会社は当社の連結子会社に該当しないこととなりました。

　

　また、ポケットカード株式会社については、議決権の所有割合は42.0%（平成22年2月28日現在）でありますが、実質

支配力基準に鑑み、連結子会社としておりました。

平成22年５月27日開催のポケットカード株式会社の定時株主総会において、取締役（５名）選任の件が決議された

ことにより、当社はポケットカード株式会社の意思決定機関を実質的に支配している状態ではなくなったため、平成

22年６月11日開催の当社の取締役会において、平成22年４月１日付けでポケットカード株式会社を持分法適用の関連

会社として取り扱うことと決定いたしました。

これにより、ポケットカード株式会社は持分法を適用する関連会社となり、連結子会社、特定子会社に該当しないこ

ととなりました。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数（名）
金融事業 79  

保証事業 59  

  報告セグメント計 138  

その他 0  

全社 36  

合計 174  

　（注）１　従業員数には臨時従業員、出向者を含んでおりません。

　  なお、当連結中間会計期間末において、嘱託は存在しておりません。

２　全社として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

３  従業員数が前連結会計年度末に比べ656名減少しましたのは、主として当社におけるコスト構造改革への取

組みに伴う人員体制の見直しによるものであります。

　  なお、この減少には、ポケットカード株式会社が持分法適用関連会社への変更となったことに伴う従業員数の

減少（421名）は含んでおりません。

４　前中間連結会計期間末まで従業員数欄に臨時従業員数を外書で記載しておりましたが、当中間連結会計期間

末において、臨時従業員は在籍していないため記載を省略しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（名） 168  

　（注）１　従業員数には臨時従業員、出向者を含んでおりません。

　なお、当中間会計期間末において、嘱託は存在しておりません。

２　従業員数が前事業年度末に比べ235名減少しましたのは、主として当社におけるコスト構造改革への取組みに

伴う人員体制見直しによるものであります。

３　前中間会計期間末まで従業員数欄に臨時従業員数を外書で記載しておりましたが、当中間会計期間末におい

て、臨時従業員は在籍していないため記載を省略しております。
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(3）労働組合の状況

　当社において、労働組合が結成されております。結成以来労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。

　なお、当社以外においては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

①　業績全般の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、各種の政策効果を背景に企業収益は改善が続き設備投資について

も増加しつつあり自律的回復に向けた動きが見られるものの、依然として失業率が高水準にあるなど雇用情勢の

悪化懸念が残っております。また、海外景気の下振れ懸念に加え、為替レートや株価の変動により景気が下押しさ

れるリスクが存在しております。

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、平成22年６月18日に「貸金業法」完全施行

による貸付総量規制の導入等により貸金業者に対する業務規制がこれまで以上に強化されたことに加え資金調

達環境の悪化から、平成22年９月には業界大手が会社更生法の適用申請を行うなど、経営環境は依然厳しさを増

しております。

こうした環境の中、当社におきましては、プロミス株式会社との「ダブルブランド戦略」の推進体制（同社と

のシステム・チャネル統合、本社・営業系センターの機能集約・再編等）の下、抜本的なコスト削減努力を実施

してまいりました。

  以上の結果、当中間連結会計期間の連結業績は以下のとおりとなりました。

 
平成21年９月中間期
（百万円）

平成22年９月中間期
（百万円）

前中間期対比
増減額（百万円） 増減率（％）

営業収益 50,184 19,833 △30,351 △60.5

営業費用 48,296 27,080 △21,216 △43.9

営業利益又は営業

損失（△）
1,888 △7,246 △9,134 －

経常利益又は経常

損失（△）
1,959 △7,008 △8,968 －

中間純利益又は中

間純損失（△）
2,446 △8,353 △10,799 －

（注）営業収益及び営業費用等の主な減少要因は、「第２ 事業の状況 ７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況の分析」をご参照下さい。

なお、当社は、プロミス株式会社及び朝日エンタープライズ株式会社との間の平成22年５月10日付合併契約書

に基づき、平成22年10月１日を効力発生日として、当社を吸収合併消滅会社、プロミス株式会社を吸収合併存続会

社とする合併を行い、新たなスタートを切っております。

本合併は、「貸金業法」完全施行を踏まえ、一段と厳しさを増す事業環境の中で、両社の更なるシナジー効果の

追求と営業力強化を図ると共に、貸金業として社会的使命を確り果たして行く為に、実施したものであります。

　

②　各事業における概況

ア．金融事業

　当社では、「貸金業法」完全施行による上限金利引下げや貸付総量規制の導入等を睨み、債権良質化施策の一

環として、債権ポートフォリオの入替を前期に引続き実施したこと等により、営業貸付金残高は、1,501億38百

万円（前年同期比25.5％減）となりました。

また、利息返還請求につきましては、依然として高水準で推移しており、利息返還金は、106億57百万円（前年

同期比31.1％増）となりました。貸倒償却額につきましては、前述の債権良質化施策を推進したこと等により、

129億19百万円（前年同期比29.1％減）と大幅に減少しました。

以上の結果、当社グループの金融事業の実績は、「第２ 事業の状況 ２ 営業実績」のとおりとなりました。
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イ．保証事業

昨今の保証事業を取り巻く環境につきましては、ライバル各社においても同事業を重点注力分野として掲げ

る先が増加する等、競争激化の様相を呈して来ております。

このような環境下、当社の保証事業におきましては、168先に及ぶ既存提携先に対して、これまで培って来た

ノウハウを活かした提案営業を軸に、一段と多様化する顧客ニーズに応えるべく、複数の金利帯を持つ商品への

リニューアル促進、事業者ローンの推進等を実施してまいりました。

今後は吸収合併存続会社であるプロミス株式会社において、両社保証部門の統合による効率化を図りなが

ら、株式会社三井住友銀行との連携強化による新規提携先の開拓、既存提携先に対するきめ細かなサービスの提

供により、保証残高の増強を図ってまいります。

以上の結果、当社グループの保証事業の実績は以下のとおりとなりました。

 
平成21年９月中間期
（百万円）

平成22年９月中間期
（百万円）

前中間期対比
増減額（百万円） 増減率（％）

保証残高 149,658 101,446 △48,212 △32.2

受取保証料 5,996 4,396 △1,599 △26.7

保証提携数（社） 170 168 △2 △1.2

　

　(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間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（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ249億35百万円減少して328億49百万円となりました。

 なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は、以下のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

     当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は225億21百万円（前中間連結会計期間は311億91

百万円の増加）となりました。

  これは、営業貸付金の減少279億55百万円、割賦売掛金等の営業債権の減少83億40百万円などの資金増加要因

と、貸倒引当金の減少59億52百万円、利息返還損失引当金の減少13億40百万円及び買掛金等の営業債務の減少

27億95百万円などの資金減少要因によるものであります。

　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は21億26百万円（前中間連結会計期間は9億85百万

円の増加）となりました。

　これは、定期預金の払戻しによる収入65億30百万円、無形固定資産の売却による収入4億15百万円などの資金

増加要因と、定期預金の預入れによる支出50億10百万円などの資金減少要因によるものであります。

　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は413億39百万円（前中間連結会計期間は346億41百

万円の減少）となりました。

　これは、社債の償還による支出250億円、長期借入金及び短期借入金による資金調達純減額163億38百万円が

あったことによるものであります。
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２【営業実績】

(1）当企業集団における営業貸付金の内訳等

①　営業店舗数

区分
前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

営業店舗 　    　 　　24店舗 　    　 　　1店舗

　（注） 「営業店舗」の減少要因は、従来連結子会社であったポケットカード株式会社が、連結の範囲から除外され持分

法適用関連会社となったことなどによるものであります。

②　種類別営業収益

区分

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％）

営業貸付金利息

無担保ローン 33,067 65.9 14,652 73.9

有担保ローン 517 1.0 406 2.0

小計 33,584 66.9 15,059 75.9

割賦購入あっせん収

益
 4,595 9.2 5 0.0

買取債権回収高  3,516 7.0 ― ―

受取保証料  5,996 11.9 4,396 22.2

その他の営業収益

償却債権取立益 1,240 2.5 338 1.7

その他 1,252 2.5 33 0.2

小計 2,492 5.0 372 1.9

合計 50,184 100.0 19,833 100.0

　

③　営業貸付金の増減額及び残高

項目

前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

無担保ローン
（百万円）

有担保ローン
（百万円）

合計
（百万円）

無担保ローン
（百万円）

有担保ローン
（百万円）

合計
（百万円）

期首残高 359,257 11,468 370,725 169,389 8,704 178,093

期中貸付額 66,607 ― 66,607 12,952 － 12,952

期中回収額 78,491 1,322 79,814 26,978 1,009 27,988

貸倒償却額 22,105 180 22,285 12,735 184 12,919

破産更生債権等

振替額
0 1 1 ― ― ―

期末残高 325,266 9,965 335,232 142,628 7,510 150,138

平均貸付金残高 341,739 10,692 352,432 155,648 8,087 163,735

　（注）１．「期中回収額」及び「貸倒償却額」については、破産更生債権等に係るものは含まれておりません。

　２．当中間連結会計期間末に記載している無担保ローン及び有担保ローンの期首残高からポケットカード株式会

社の期首残高をそれぞれ125,714百万円、４百万円除外しております。
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④　営業貸付金残高の内訳

ア．貸付種別残高

貸付種別

前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22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
（％）

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

無担保ローン

 (住宅向を除く)
727,72599.7325,26697.022.43345,96499.3142,48394.922.81

有担保ローン

 (住宅向を除く)
2,433 0.3 9,965 3.0 15.082,056 0.6 7,510 5.0 15.05

住宅向 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小計 730,158100.0335,232100.022.21348,02099.9149,99399.922.42

事業者向
貸付 ― ― ― ― ― 192 0.1 144 0.1 15.55

小計 ― ― ― ― ― 192 0.1 144 0.1 15.55

合計 730,158100.0335,232100.022.21348,212100.0150,138100.022.41

　（注）　従前より「消費者向無担保ローン」として集計しておりました一部の個人事業主への貸付について、貸金業法の

完全施行をうけ、当中間連結会計期間より「事業者向貸付」として集計しております。

イ．業種別残高

業種別

前中間連結会計期間末

（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成22年９月30日）

先数

（件）

構成割合

（％）

残高

（百万円）

構成割合

（％）

先数

（件）

構成割合

（％）

残高

（百万円）

構成割合

（％）

製造業 ― ― ― ― 11 0.0 6 0.0

建設業 ― ― ― ― 84 0.1 61 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― 1 0.0 0 0.0

運輸・通信業 ― ― ― ― 13 0.0 10 0.0

卸売・小売業、飲食店 ― ― ― ― 21 0.0 17 0.0

金融・保険業 ― ― ― ― 3 0.0 1 0.0

不動産業 ― ― ― ― 5 0.0 4 0.0

サービス業 ― ― ― ― 38 0.0 29 0.0

個人 730,158100.0335,232100.0348,020 99.9 149,993 99.9

その他 ― ― ― ― 16 0.0 13 0.0

合計 730,158100.0335,232100.0348,212100.0150,138100.0

　（注）　従前より「個人」として集計しておりました一部の個人事業主への貸付について、貸金業法の完全施行をうけ、

当中間連結会計期間より各業種別に集計しております。
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ウ．担保種類別残高

受入担保の種類
前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

残高（百万円） 構成割合（％） 残高（百万円） 構成割合（％）

有価証券

（うち株式）

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

債権

（うち預金）

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

商品 ― ― ― ―

不動産 9,965 3.0 7,510 5.0

財団 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

小計 9,965 3.0 7,510 5.0

保証 654 0.2 523 0.4

無担保 324,612 96.8 142,104 94.6

合計 335,232 100.0 150,138 100.0

　

エ．貸付期間別残高

全ローン

期間別

前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

１年以下 31,748 4.3 5,706 1.7 1 0.0 0 0.0

１年超５年以下 696,02695.3319,64295.3346,16499.4142,64195.0

５年超10年以下 551 0.1 1,511 0.5 365 0.1 784 0.5

10年超15年以下 1,830 0.3 8,350 2.5 1,638 0.5 6,460 4.3

15年超20年以下 3 0.0 20 0.0 44 0.0 252 0.2

合計 730,158100.0335,232100.0348,212100.0150,138100.0

１件当たり平均期間 　　３年２カ月 　　３年７カ月
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　　⑤　資金調達の状況

借入先等
前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

残高（百万円） 平均調達金利（％） 残高（百万円） 平均調達金利（％）

金融機関等からの借入 169,811 2.58 58,594 2.71

その他 92,200 2.04 12,000 2.01

社債、コマーシャル・ペーパー 81,200 1.98 10,000 2.01

債権流動化債務　 11,000 2.43 2,000 2.75

合計 262,011 2.39 70,594 2.57

自己資本 193,356 ― 131,996 ―

資本金・出資額 16,268 ― 16,268 ―

　（注）　自己資本とは、資産の合計額より負債の合計額、少数株主持分及び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）当社における営業貸付金の内訳等

①種類別営業収益

区分

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％）

営業貸付金利息

無担保ローン 20,166 75.0 14,652 73.9

有担保ローン 517 1.9 406 2.0

小計 20,683 76.9 15,059 75.9

受取保証料  4,967 18.5 4,396 22.2

その他の営業収益

償却債権取立益 1,211 4.5 338 1.7

受取手数料 15 0.1 14 0.1

その他 11 0.0 18 0.1

小計 1,239 4.6 371 1.9

合計 26,890 100.0 19,827 100.0
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②営業貸付金の増減額及び残高

項目

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

無担保ローン
（百万円）

有担保ローン
（百万円）

合計
（百万円）

無担保ローン
（百万円）

有担保ローン
（百万円）

合計
（百万円）

期首残高 215,261 11,461 226,723 169,389 8,704 178,093

期中貸付額 30,665 ― 30,665 12,952 ― 12,952

期中回収額 36,193 1,319 37,513 26,978 1,009 27,988

貸倒償却額 18,053 180 18,233 12,735 184 12,919

破産更生債権等振替額 ― 1 1 ― ― ―

期末残高　 191,679 9,960 201,640 142,628 7,510 150,138

平均貸付金残高 202,856 10,687 213,543 155,648 8,087 163,735

　（注）　「期中回収額」及び「貸倒償却額」については、破産更生債権等に係るものは含まれておりません。

　

③営業貸付金残高の内訳

ア．貸付種別残高

貸付種別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22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
（％）

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

 無担保ローン

 (住宅向を除く)
423,72399.4191,67995.124.54345,96499.3142,48394.922.81

 有担保ローン

 (住宅向を除く)
2,432 0.6 9,960 4.9 15.092,056 0.6 7,510 5.0 15.05

 住宅向 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

 小計 426,155100.0201,640100.024.08348,02099.9149,99399.922.42

 事業者向
 貸付 ― ― ― ― ― 192 0.1 144 0.1 15.55

 小計 ― ― ― ― ― 192 0.1 144 0.1 15.55

合計 426,155100.0201,640100.024.08348,212100.0150,138100.022.41

　（注）　従前より「消費者向無担保ローン」として集計しておりました一部の個人事業主への貸付について、貸金業法の

完全施行をうけ、当中間会計期間より「事業者向貸付」として集計しております。　
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イ．職種別無担保ローン残高

職種別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

事務 32,836 7.7 14,938 7.8 21,185 6.1 10,095 7.1

営業 27,790 6.6 13,110 6.8 18,047 5.2 8,432 5.9

販売 23,350 5.5 9,564 5.0 16,049 4.7 6,724 4.7

労務 231,20354.6103,36753.9157,97245.668,93048.3

技術者 37,876 8.9 16,787 8.8 25,809 7.5 11,488 8.1

自営 64,62815.331,85516.646,17313.322,15715.5

その他 6,040 1.4 2,055 1.1 60,92117.614,79710.4

合計 423,723100.0191,679100.0346,156100.0142,628100.0

 

ウ．業種別残高

業種別

前中間会計期間末

（平成21年９月30日）

当中間会計期間末

（平成22年９月30日）

先数

（件）

構成割合

（％）

残高

（百万円）

構成割合

（％）

先数

（件）

構成割合

（％）

残高

（百万円）

構成割合

（％）

製造業 ― ― ― ― 11 0.0 6 0.0

建設業 ― ― ― ― 84 0.1 61 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― 1 0.0 0 0.0

運輸・通信業 ― ― ― ― 13 0.0 10 0.0

卸売・小売業、飲食店 ― ― ― ― 21 0.0 17 0.0

金融・保険業 ― ― ― ― 3 0.0 1 0.0

不動産業 ― ― ― ― 5 0.0 4 0.0

サービス業 ― ― ― ― 38 0.0 29 0.0

個人 426,155100.0201,640100.0348,020 99.9 149,993 99.9

その他 ― ― ― ― 16 0.0 13 0.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

　（注）　従前より「個人」として集計しておりました一部の個人事業主への貸付について、貸金業法の完全施行をうけ、

当中間会計期間より各業種別に集計しております。

　

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

13/86



　

エ．男女別・年齢別 消費者向 無担保ローン残高

区分

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

男性                                 

20歳以上30歳未満 60,58614.322,33811.745,74213.214,77310.4

30歳以上40歳未満 88,41620.940,80021.371,85720.830,44021.3

40歳以上50歳未満 64,43215.231,29716.354,79815.824,92017.5

50歳以上60歳未満 49,38511.625,49813.340,33611.719,30413.5

60歳以上 33,375 7.9 16,895 8.8 29,174 8.4 13,496 9.5

小計 296,19469.9136,83071.4241,90769.9102,93572.2

女性                                 

20歳以上30歳未満 23,390 5.5 7,753 4.0 17,506 5.1 4,959 3.5

30歳以上40歳未満 30,223 7.1 12,560 6.6 24,800 7.2 9,078 6.4

40歳以上50歳未満 26,025 6.2 11,518 6.0 21,954 6.3 8,617 6.0

50歳以上60歳未満 24,274 5.7 11,492 6.0 19,971 5.8 8,332 5.9

60歳以上 23,617 5.6 11,523 6.0 19,826 5.7 8,560 6.0

小計 127,52930.154,84928.6104,05730.139,54827.8

合計 423,723100.0191,679100.0345,964100.0142,483100.0

　（注）　従前より「男女別・年齢別無担保ローン残高」に含めて集計しておりました一部の個人事業主への貸付につい

て、貸金業法の完全施行をうけ、当中間会計期間より「男女別・年齢別 消費者向 無担保ローン残高」の集計

の対象外としております。
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　オ．担保種類別残高

受入担保の種類
前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

残高（百万円） 構成割合（％） 残高（百万円） 構成割合（％）

有価証券

（うち株式）

―

(―)　

―

(―)　

―

(―)

―

(―)

債権

（うち預金）

―

(―)　

―

(―)　

―

(―)

―

(―)

商品 ― ― ― ―

不動産 9,960 4.9 7,510 5.0

財団 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

小計 9,960 4.9 7,510 5.0

保証 654 0.3 523 0.4

無担保 191,025 94.8 142,104 94.6

合計 201,640 100.0 150,138 100.0

　

カ．貸付金額別残高

金額別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

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 68,869 16.1 3,986 2.0 62,75418.0 3,394 2.3

10万円超　 30万円以下 107,42825.222,24811.094,86127.319,27312.8

30万円超　 50万円以下 124,07529.154,70427.197,91228.141,37127.6

50万円超　100万円以下 112,79626.594,11746.781,83423.565,30943.5

100万円超 10,555 2.5 16,622 8.3 8,795 2.5 13,278 8.8

小計 423,72399.4191,67995.1346,15699.4142,62895.0

有担保ローン

100万円以下 110 0.0 59 0.0 142 0.1 83 0.1

100万円超　500万円以下 1,653 0.4 5,068 2.5 1,451 0.4 4,224 2.8

500万円超1,000万円以下597 0.2 3,960 2.0 424 0.1 2,740 1.8

1,000万円超 72 0.0 872 0.4 39 0.0 462 0.3

小計 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

１件当たり平均貸付金残高（千円） 473 431

無担保ローン（千円） 452 412

有担保ローン（千円） 4,095 3,652
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キ．貸付期間別残高

（ア）全ローン

期間別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

１年以下 2 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0

１年超５年以下 423,77199.5191,76295.1346,16499.4142,64195.0

５年超10年以下 549 0.1 1,507 0.8 365 0.1 784 0.5

10年超15年以下 1,830 0.4 8,350 4.1 1,638 0.5 6,460 4.3

15年超20年以下 3 0.0 20 0.0 44 0.0 252 0.2

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

１件当たり平均期間 　　３年６カ月 　　３年７カ月

　

（イ）ローン種別

期間別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

無担保ローン

リボルビング 423,23799.3191,44995.0345,81399.3142,46894.9

１年以下 2 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0

１年超　５年以下 484 0.1 230 0.1 342 0.1 159 0.1

小計 423,72399.4191,67995.1346,15699.4142,62895.0

有担保ローン

リボルビング 5 0.0 5 0.0 3 0.0 4 0.0

１年超　５年以下 45 0.0 77 0.0 6 0.0 9 0.0

５年超　10年以下 549 0.1 1,507 0.8 365 0.1 784 0.5

10年超　15年以下 1,830 0.5 8,350 4.1 1,638 0.5 6,460 4.3

15年超　20年以下 3 0.0 20 0.0 44 0.0 252 0.2

小計 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

　（注）　無担保ローンにおける「リボルビング」契約は、３年又は５年ごとの自動更新であります。
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ク．貸付利率別残高

利率別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

無担保ローン

年率15％以下 3,470 0.8 2,591 1.3 16,421 4.7 12,593 8.4

年率15％超　20％以下 90,612 21.337,84318.8116,32533.441,97628.0

年率20％超　25％以下 60,250 14.136,21018.039,16611.321,16214.1

年率25％超　29％以下 269,39163.2115,03457.0174,24450.066,89544.5

小計 423,72399.4191,67995.1346,15699.4142,62895.0

有担保ローン

年率10％以下 60 0.0 393 0.2 53 0.0 320 0.2

年率10％超　15％以下 1,012 0.3 5,031 2.5 850 0.3 3,764 2.5

年率15％超 1,360 0.3 4,536 2.2 1,153 0.3 3,425 2.3

小計 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

　　

ケ．商品別残高

商品別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

無担保ローン

包括契約型 423,23799.3191,44995.0345,81399.3142,46894.9

個別契約型 486 0.1 230 0.1 343 0.1 159 0.1

小計 423,72399.4191,67995.1346,15699.4142,62895.0

有担保ローン
不動産担保ローン 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

小計 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0
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コ．地区別残高

地区別

前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

無担保ローン

北海道・東北地区 37,580 8.8 12,960 6.4 31,647 9.1 10,188 6.8

関東地区 73,064 17.1 25,416 12.6 63,728 18.3 20,602 13.7

中部・近畿地区 74,887 17.6 27,551 13.7 62,863 18.1 21,405 14.3

中国・四国地区 57,896 13.6 29,391 14.6 45,691 13.1 21,254 14.1

九州地区 180,29642.3 96,358 47.8 142,22740.8 69,177 46.1

小計 423,72399.4 191,67995.1 346,15699.4 142,62895.0

有担保ローン

北海道・東北地区 122 0.0 470 0.2 97 0.0 331 0.2

関東地区 176 0.1 799 0.4 156 0.1 623 0.4

中部・近畿地区 337 0.1 1,548 0.8 290 0.1 1,182 0.8

中国・四国地区 460 0.1 1,976 1.0 402 0.1 1,545 1.0

九州地区 1,337 0.3 5,166 2.5 1,111 0.3 3,827 2.6

小計 2,432 0.6 9,960 4.9 2,056 0.6 7,510 5.0

合計 426,155100.0201,640100.0348,212100.0150,138100.0

　（注）　各地区の都道府県区分は次のとおりであります。

・北海道・東北地区：北海道、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・近畿地区　：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、三重県、滋賀県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

・中国・四国地区　：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、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

なお、地区別集計は顧客居住地を基準にしております。

④従業員１名当たり営業貸付金残高

項目
前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円）

従業員１名当たり営業貸付金残高 1,691 800 4,770 2,056

　（注）

従業員１名当たり営業貸付金残高は
中間会計期間末営業貸付金残高

により計算しております。
中間会計期間末従業員数

なお、中間会計期間末従業員数は、営業に直接携わる中間会計期間末従業員数であり、前中間会計期間末が

252名、当中間会計期間末が73名であります。営業に直接携わる中間会計期間末従業員数が大幅に減少してお

りますが、これは主としてコスト構造改革への取組みに伴う人員体制見直しを実施したことによるものであ

ります。　

　

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

18/86



⑤資金調達の状況

借入先等
前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

残高（百万円） 平均調達金利（％） 残高（百万円） 平均調達金利（％）

金融機関等からの借入 80,993 2.49 58,594 2.71

その他 35,000 2.03 12,000 2.01

社債、コマーシャル・ペーパー 35,000 2.03 10,000 2.01

債権流動化債務 ― ― 2,000 2.75

合計 115,993 2.33 70,594 2.57

自己資本 148,791 ― 123,118 ―

資本金・出資額 16,268 ― 16,268 ―

　（注）　自己資本とは、資産の合計額より負債の合計額及び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。

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

４【事業等のリスク】

（1）事業等のリスクについて

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

（2）継続企業の前提に関する重要な疑義について

当社では、「貸金業法」完全施行による貸付総量規制の導入等を睨み、債権良質化施策の一環として、債権ポート

フォリオの入替を推進したこと等により、営業貸付金残高は1,501億38百万円と前年同期比で25.5％減少しました。

その結果、当中間会計期間の営業貸付金利息は150億59百万円と前年同期比で27.2％減少し、営業収益は198億27

百万円となり前年同期比で26.3％減少しました。

このため、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象が存在すると認識しております

が、吸収合併存続会社であるプロミス株式会社が、現在推進する「事業構造改革プラン」を着実に実行して行くこ

とにより、今後の事業展開にあたっての重要な不確実性は無いものと判断しております。

（注）文中の将来に関する事項は、半期報告書提出日現在において、吸収合併存続会社であるプロミスグループが判断

したものであります。
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５【経営上の重要な契約等】

(1)業務委託契約　

当社は、当中間連結会計期間において、以下２件の業務委託契約について、契約の更新を行っております。

業務委託基本契約書

契約会社名 契約の相手方の名称 契約内容 契約期間

当社 プロミス株式会社

消費者向け無担保ローンの販売及び

それに付随する諸業務について業務

委託するもの

自 平成20年８月18日

至 平成21年８月17日

以降は期間１年毎の自動更新

（注）

　（注）　契約期間満了３ヶ月前までに、両社いずれからも変更、解約などの申し出がなされない場合、更に１年間同一条件

で延長するものとし、その後も同様の取扱いであります。

契約会社名 契約の相手方の名称 契約内容 契約期間

当社 プロミス株式会社
情報処理業務に付随する諸業務につ

いて業務委託するもの

自 平成20年８月18日

至 平成21年８月17日

以降は期間１年毎の自動更新

（注）

　（注）　契約期間満了３ヶ月前までに、両社いずれからも変更、解約などの申し出がなされない場合、更に１年間同一条件

で延長するものとし、その後も同様の取扱いであります。

(2)合併契約　

当社は、平成22年５月10日開催の取締役会において、平成22年10月１日を効力発生日とし、プロミス株式会社（以

下、「プロミス」という。）及びプロミスの完全子会社であり当社の完全親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」という。）と合併（以下、「本合併」という。）を行う合併契約の締結について

決議し、同日付で３社は合併契約を締結致しました。

本合併については、プロミス及び朝日エンタープライズにおいて、平成22年６月22日開催の定時株主総会におい

て夫々承認されました。当社においては、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あります。

本合併の詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 注記事項（重要な後発事象）」及び

「第５ 経理の状況 ２ 中間財務諸表等 注記事項（重要な後発事象）」に記載しております。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）重要な会計方針及び見積り

  当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されて

おります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、貸倒引当金、利息返還損失引当金等の計上について見積り計算を

行っており、その概要については、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

（2）財政状態に関する分析

資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間におきましては、資産合計は前年同期比2,554億56百万円減少して1,809億７百万円、負債合

計は前年同期比2,224億32百万円減少して1,211億33百万円、純資産合計は前年同期比330億24百万円減少して597

億73百万円となりました。この結果、自己資本比率は前年同期比18.4ポイント上昇し33.0％となりました。

　　なお、増減要因は以下のとおりであります。

　

① 資産の部

　流動資産が2,651億33百万円の減少、固定資産が96億77百万円の増加となりました。

　流動資産の主な減少要因は、ポケットカード株式会社（以下、「ポケットカード」という。）及び三洋信販債権回

収株式会社（現アビリオ債権回収株式会社）が連結の範囲から除外されたこと等による営業貸付金の減少1,850

億93百万円、割賦売掛金の減少648億24百万円、買取債権の減少121億13百万円などであります。

　固定資産の主な増加要因は、ポケットカードが連結の範囲から除外され持分法適用関連会社となったこと等に伴

う投資有価証券の増加188億62百万円などであります。

② 負債の部

　流動負債が1,364億58百万円の減少、固定負債が859億73百万円の減少となりました。

　主な減少要因は、長・短借入金の純減額1,112億17百万円、社債の減少562億円及び利息返還損失引当金の減少192

億99百万円などであります。

③ 純資産の部

　主な減少要因は、ポケットカードが連結の範囲から除外され持分法適用関連会社となったことに伴う少数株主持

分の減少289億27百万円であります。

（3）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におきましては、営業収益が303億51百万円と大幅に減少し198億33百万円（前年同期比

60.5％減）、営業費用が212億16百万円減少し270億80百万円（43.9％減）となった結果、営業損益は91億34百万円

減少し72億46百万円の損失となりました。

　経常損益は89億68百万円減少し70億8百万円の損失、中間純損益は107億99百万円減少し83億53百万円の損失とな

りました。

　なお、増減要因は以下のとおりであります。

① 営業収益

　ポケットカード等が連結の範囲から除外されたことにより、営業貸付金利息、割賦購入あっせん収益及び買取債

権回収高がそれぞれ減少したこと、当社における主力の金融事業の利息収入が大幅に減少したことなどにより、営

業収益は前年同期比303億51百万円減少し198億33百万円となりました。

② 営業費用

　ポケットカード等が連結の範囲から除外されたことにより、営業費用全般で減少したこと、当社の利息返還費用

が増加したものの、コスト削減努力による一般経費の減少、及び貸倒費用の減少により、営業費用は212億16百万円

減少し270億80百万円となりました。

③ 経常損益

　営業費用が212億16百万円減少したものの、営業収益の大幅な減少303億51百万円により、営業損益は91億34百万

円減少し72億46百万円の損失となりました。

　その結果、経常損益も89億68百万円減少し、70億8百万円の損失となりました。
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④ 中間純損益

　経常損益が89億68百万円減少し、さらに特別損失に特別退職金13億88百万円を計上したことなどにより、中間純

損益は107億99百万円減少し83億53百万円の損失となりました。

　

（4）キャッシュ・フローの分析

　 キャッシュ・フローの状況

  当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要　（２）

キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

　

（5）事業等のリスクに記載した重要事象等について

当社では、「貸金業法」完全施行による貸付総量規制の導入等を睨み、債権の良質化施策の一環として、債権

ポートフォリオの入替を推進したこと等により、営業貸付金残高は1,501億38百万円（前年同期比25.5％減）と

なりました。その結果、営業収益は198億27百万円（前年同期比26.3％減）となりました。

これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存

在しております。

この当社における営業収益の著しい減少を解消し、又は改善する為の対応策としましては、吸収合併存続会社

であるプロミス株式会社が、現在推進する「事業構造改革プラン」を着実に実行して行くことが重要であると認

識しております。

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且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る「事業構造改革プラン」は、以下の４つのポイントを柱に推進しております。

① 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共に、お客様へ提供するサービスの一層の向上を

目指します。

② 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

削減を実現致します。

③ 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幹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最大化を目指します。

④ 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。

　

（注）文中、将来に関する事項については、半期報告書提出日現在において、プロミスグループが判断したもので

あります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　    当中間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】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画していた設備の新設、除却等について重要な変更はありま

せん。

なお、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 84,335,500

計 84,335,500

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年12月10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 37,932,130 － 非上場

完全議決権株式で

あり、権利内容に何

ら限定のない当社

における標準とな

る株式。単元株式数

は10株であります。

計 37,932,130 － － －

(注） 当社は平成22年10月１日付けで、プロミス株式会社と合併し消滅会社となったため、「提出日現在発行数

（株）」は記載しておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（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22年４月１日～

 平成22年９月30日
― 37,932,130 ― 16,268 ― 34,216

  

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

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（％）

朝日エンタープライズ株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 37,932 100.00

計 － 37,932 100.00
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 37,932,130 3,793,213

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 37,932,130 － －

総株主の議決権 － 3,793,213 －

　

②【自己株式等】

　     該当事項はありません。

２【株価の推移】

 当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりであります。　

退任役員

当社は平成22年10月１日を効力発生日として、当社を吸収合併消滅会社、プロミス株式会社を吸収合併存続会社と

する合併に伴い、合併の効力発生日の前日をもって、全ての役員は退任しております。

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役社長 － 松本 睦彦 平成22年９月30日

代表取締役専務執行役員
営業・債権管理管掌 兼 営業

統括部担当 兼 保証担当
鈴木   哲 平成22年９月30日

取締役 － 渡辺 光哲 平成22年９月30日

取締役常務執行役員 経営企画部・経理部担当 木山 博明 平成22年９月30日

取締役 － 小山 哲生 平成22年９月30日

取締役執行役員 債権管理担当 福島 邦洋 平成22年９月30日

監査役 － 富田 安治 平成22年９月30日

監査役 － 森   博彰 平成22年９月30日

監査役 － 安永 隆則 平成22年９月30日
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第５【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」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、前中間連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」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、前中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２　監査証明について

　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、前中間連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

９月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の中間連結財務諸表並び

に前中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人による中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※4
 51,990 32,849 59,305

営業貸付金 ※1, ※8, ※9
 335,232

※1, ※8, ※9
 150,138

※1, ※8, ※9
 303,812

割賦売掛金 ※2, ※3
 64,824 － ※2, ※3

 67,827

買取債権 12,113 － －

繰延税金資産 6,330 － 6,812

その他 22,208 10,927 23,713

貸倒引当金 ※11
 △69,914

※11
 △36,262

※11
 △61,419

流動資産合計 422,786 157,652 400,051

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 736 445 595

土地 165 16 165

建設仮勘定 － 1 －

その他（純額） 361 71 275

有形固定資産合計 ※5
 1,263

※5
 534

※5
 1,036

無形固定資産

ソフトウエア 5,724 424 4,821

その他 82 4 71

無形固定資産合計 5,806 428 4,893

投資その他の資産

投資有価証券 2,319 21,182 2,358

繰延税金資産 1,879 － 2,996

その他 ※8
 2,564

※8
 1,297

※8
 2,799

貸倒引当金 △257 △188 △219

投資その他の資産合計 6,506 22,291 7,933

固定資産合計 13,576 23,254 13,864

資産合計 436,363 180,907 413,915

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

27/86



(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,689 － 11,748

短期借入金 ※4
 48,044 10,900 58,330

1年内返済予定の長期借入金 61,312 24,312 54,677

コマーシャル・ペーパー 15,000 － 11,700

1年内償還予定の社債 46,200 10,000 44,100

未払金 － 13,906 14,236

未払法人税等 919 58 125

賞与引当金 547 95 452

ポイント引当金 620 － 690

債務保証損失引当金 8,201 5,537 7,514

事業再構築引当金 － 23 633

その他 8,326 568 1,545

流動負債合計 201,860 65,402 205,753

固定負債

社債 20,000 － 10,000

長期借入金 60,454 23,381 41,997

債権流動化債務 ※7
 11,000

※7
 2,000

※7
 22,000

退職給付引当金 549 19 562

利息返還損失引当金 49,542 30,243 38,624

その他 158 87 143

固定負債合計 141,704 55,731 113,327

負債合計 343,565 121,133 319,081

純資産の部

株主資本

資本金 16,268 16,268 16,268

資本剰余金 34,216 34,216 34,216

利益剰余金 13,745 9,748 18,101

株主資本合計 64,230 60,233 68,586

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △359 △459 △296

評価・換算差額等合計 △359 △459 △296

少数株主持分 28,927 － 26,544

純資産合計 92,797 59,773 94,834

負債純資産合計 436,363 180,907 413,915
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②【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結損益計算書

(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 33,584 15,059 62,922

割賦購入あっせん収益 4,595 5 9,466

買取債権回収高 3,516 － 7,273

受取保証料 5,996 4,396 12,011

その他の営業収益 2,492 372 6,245

営業収益合計 50,184 19,833 97,920

営業費用

金融費用 3,468 1,230 6,950

債権買取原価 1,585 － 3,254

その他の営業費用 ※1
 43,242

※1
 25,850

※1
 85,196

営業費用合計 48,296 27,080 95,402

営業利益又は営業損失（△） 1,888 △7,246 2,518

営業外収益

受取利息 15 13 30

受取配当金 20 15 30

受取割引料 11 5 17

保険配当金 10 － 13

持分法による投資利益 － 185 －

その他 39 21 74

営業外収益合計 98 242 166

営業外費用

リース解約損 20 3 24

その他 5 0 10

営業外費用合計 26 4 35

経常利益又は経常損失（△） 1,959 △7,008 2,649

特別利益

固定資産売却益 － 0 －

投資有価証券売却益 34 － 34

貸倒引当金戻入額 6 － 7

賞与引当金戻入額 118 97 118

清算配当金 23 － 42

従業員共済会解散益 － 100 －

その他 1 － 120

特別利益合計 184 197 324

特別損失

固定資産売却損 0 3 24

固定資産除却損 ※2
 103

※2
 45

※2
 549

減損損失 ※3
 204

※3
 52

※3
 236

投資有価証券売却損 － 1 3

投資有価証券評価損 － 5 5

特別退職金 － 1,388 49

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41 －

その他 － － 689

特別損失合計 307 1,538 1,558

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

1,836 △8,348 1,415

法人税、住民税及び事業税 792 4 567

過年度法人税等 － － △30

法人税等調整額 △1,007 － △3,294

法人税等合計 △215 4 △2,758

少数株主損益調整前中間純損失（△） － △8,353 －

少数株主損失（△） △395 － △2,629

中間純利益又は中間純損失（△） 2,446 △8,353 6,803
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結株主資本等変動

計算書
(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 16,268 16,268 16,268

当中間期末残高 16,268 16,268 16,268

資本剰余金

前期末残高 34,216 34,216 34,216

当中間期末残高 34,216 34,216 34,216

利益剰余金

前期末残高 11,298 18,101 11,298

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,446 △8,353 6,803

当中間期変動額合計 2,446 △8,353 6,803

当中間期末残高 13,745 9,748 18,101

株主資本合計

前期末残高 61,783 68,586 61,783

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,446 △8,353 6,803

当中間期変動額合計 2,446 △8,353 6,803

当中間期末残高 64,230 60,233 68,586

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △547 △296 △547

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 188 △163 251

当中間期変動額合計 188 △163 251

当中間期末残高 △359 △459 △296

少数株主持分

前期末残高 29,552 26,544 29,552

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △625 △26,544 △3,008

当中間期変動額合計 △625 △26,544 △3,008

当中間期末残高 28,927 － 26,544

純資産合計

前期末残高 90,788 94,834 90,788

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,446 △8,353 6,803

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △437 △26,707 △2,757

当中間期変動額合計 2,009 △35,060 4,045

当中間期末残高 92,797 59,773 94,834
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(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

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

1,836 △8,348 1,415

減価償却費 1,113 141 2,260

減損損失 204 52 236

受取利息及び受取配当金 △59 △29 △104

持分法による投資損益（△は益） － △185 －

投資有価証券売却損益（△は益） △34 1 △150

投資有価証券評価損益（△は益） － 5 5

固定資産売却損益（△は益） 0 2 24

固定資産除却損 103 45 549

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,882 △5,952 △14,350

ポイント引当金の増減額（△は減少） △188 － △118

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 68 △436 △619

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △7,103 △1,340 △18,022

事業再構築引当金の増減額（△は減少） － △609 633

債権売却損失引当金の増減額（△は減少） △1,112 － △1,112

営業貸付金の増減額（△は増加） 35,493 27,955 66,913

営業債権の増減額（△は増加） 10,345 8,340 8,068

買取債権の増減額（△は増加） 366 － △129

営業債務の増減額（△は減少） 1,292 △2,795 351

債権流動化債務の増減額（△は減少） － 2,000 11,000

その他 △2,883 3,548 2,198

小計 31,559 22,395 59,050

利息及び配当金の受取額 65 134 110

法人税等の支払額 △433 △8 △757

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,191 22,521 58,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120 △5,010 △6,640

定期預金の払戻による収入 2,000 6,530 7,120

有形固定資産の取得による支出 △83 △6 △142

有形固定資産の売却による収入 15 128 17

無形固定資産の取得による支出 △829 － △1,228

無形固定資産の売却による収入 － 415 －

投資有価証券の取得による支出 △87 △0 △87

投資有価証券の売却による収入 100 0 110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － － ※2
 5,074

貸付金の回収による収入 － 30 100

差入保証金の差入による支出 △4 △0 △598

差入保証金の回収による収入 34 32 96

その他の投資活動による増減額（△は減少） △37 6 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー 985 2,126 3,731
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

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） △5,500 － △8,800

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,841 △6,000 22,292

長期借入れによる収入 11,219 4,500 15,927

長期借入金の返済による支出 △35,954 △14,838 △65,604

社債の償還による支出 △10,100 △25,000 △22,200

連結子会社による連結子会社自己株式の取得・売却に
よる収支（純額）

△0 － △0

配当金の支払額 △0 △1 △1

少数株主への配当金の支払額 △146 － △293

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,641 △41,339 △58,680

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 － △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,465 △16,691 3,449

現金及び現金同等物の期首残高 54,336 57,785 54,336

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △8,244 －

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 51,870

※1
 32,849

※1
 57,785
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（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  ５社

主要な連結子会社の名称

ポケットカード㈱

ポケット・ダイレクト㈱

㈱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

㈲

(1）連結子会社の数  １社

主要な連結子会社の名称

㈱エージーカード

　

連結子会社であった、ポケット

・ダイレクト株式会社は、平成

22年３月１日付でポケット

カード株式会社を存続会社と

する吸収合併により消滅した

ため連結の範囲から除いてお

ります。また、当中間連結会計

期間より、実質的支配関係が認

められなくなったため、ポケッ

トカード株式会社を連結子会

社から持分法を適用する関連

会社へ変更しております。

(1）連結子会社の数  ３社

主要な連結子会社の名称

ポケットカード㈱

ポケット・ダイレクト㈱

㈱エージーカード

前連結会計年度まで連結子会

社であった三洋信販債権回収

株式会社は当社所有株式の全

てを売却、三洋アセットマネジ

メント有限会社は解散いたし

ましたので、それぞれ連結の範

囲から除いております。

なお、平成22年３月１日付で、

ポケットカード株式会社は同

社を存続会社、ポケット・ダイ

レクト株式会社を消滅会社と

する吸収合併を行っておりま

す。　

 (2）主要な非連結子会社の名称

主要な非連結子会社

  ㈱シー・ヴィ・シー

  三洋エンタープライズ㈱

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、

総資産、営業収益、中間純損益及

び利益剰余金等は、いずれも中

間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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、

総資産、営業収益、当期純損益及

び利益剰余金等は、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　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用関連会社はありませ

ん。

(1）持分法適用の関連会社数  １社

会社名：ポケットカード㈱

当中間連結会計期間より、実質

的支配関係が認められなくなっ

たため、ポケットカード株式会

社を連結子会社から持分法を適

用する関連会社へ変更しており

ます。

(1）持分法適用関連会社はありませ

ん。

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社（株式会社シー・ヴィ・

シー、三洋エンタープライズ株

式会社の２社）は中間純損益及

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）          同左　 (2）持分法を適用していない非連結

子会社（株式会社シー・ヴィ・

シー、三洋エンタープライズ株

式会社の２社）は当期純損益及

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。

 (3）       ───── (3）持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項

持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、当該会社の中

間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。

　

(3）       ─────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する

事項

連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は次のとおりで

あります。

連結子会社の中間決算日は中間連結

決算日と一致しております。

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  中間決算日　

ポケットカード株

式会社
 ８月31日　

ポケット・ダイレ

クト株式会社
 ８月31日　

 会社名  決算日　

ポケットカード株

式会社
 ２月28日　

ポケット・ダイレ

クト株式会社
 ２月28日　

 上記連結子会社については、連結子

会社の中間決算日現在の中間財務諸

表を使用しております。

ただし、中間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

要な調整を行なっております。

 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

調整を行なっております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

中間期末日現在の市場価格

等に基づく時価法

（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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

　 　同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

決算期末日現在の市場価格

等に基づく時価法

（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）

 ②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

　　 同左

②　時価のないもの

　　 同左

 (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）

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。

(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）

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。

(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）

同左

 建物及び構築物 10～47年

その他

（器具備品）
３～20年

建物及び構築物 10～47年

その他

（器具備品）
４～20年

　

 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

②　無形固定資産（リース資産を

除く）

同左

 ③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を

採用しております。

なお、リース取引に関する会

計基準の改正適用初年度開始

前に取得した所有権移転外

ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理

によっております。

③ リース資産

同左

③  リース資産

同左

 ④　長期前払費用

定額法によっております。

④　長期前払費用

同左

④　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ａ　一般債権

貸倒実績率法によっており

ます。

  

 ｂ　貸倒懸念債権及び破産更生

債権等

財務内容評価法によってお

ります。

  

 ②　賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め当中間連結会計期間に負担

すべき支給見込額を計上して

おります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しており

ます。

 ③　ポイント引当金

連結子会社の内１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、当中

間連結会計期間末における費

用負担見込額を計上しており

ます。

③　   ──────

　

③　ポイント引当金

連結子会社の内１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　債務保証損失引当金

当社と連結子会社の内１社

は、債務保証に係る損失に備

えるため、当中間連結会計期

間末における損失発生見込額

を計上しております。

④　債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備える

ため、当中間連結会計期間末

における損失発生見込額を計

上しております。

④　債務保証損失引当金

当社と連結子会社の内１社

は、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　   ────── ⑤  事業再構築引当金

　事業の再構築に伴い発生する

営業組織の再編等に係る損失

に備えるため、当中間連結会

計期間末における損失発生見

込額を計上しております。

⑤  事業再構築引当金

事業の再構築に伴い発生する

営業組織の再編等に係る損失

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。

 ⑥　退職給付引当金

当社と連結子会社の内２社は

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、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

なお、過去勤務債務は発生時

に一括処理し、数理計算上の

差異は主として翌連結会計年

度に一括処理しております。

⑥　退職給付引当金

当社と連結子会社は従業員の

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

付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において

発生していると認められる額

を計上しております。

なお、過去勤務債務は発生時

に一括処理し、数理計算上の

差異は翌連結会計年度に一括

処理しております。　

⑥　退職給付引当金

当社と連結子会社の内２社は

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

の額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

なお、過去勤務債務は発生時

に一括処理し、数理計算上の

差異は主として翌連結会計年

度に一括処理しております。　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 　 　 （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。

なお、本会計基準の適用によ

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。　
 ⑦　利息返還損失引当金

当社と連結子会社の内２社

は、利息制限法の上限金利を

超過して支払われた利息の返

還による損失に備えるため、

当中間連結会計期間末におけ

る損失発生見込額を計上して

おります。

⑦　利息返還損失引当金

当社と連結子会社の内１社

は、利息制限法の上限金利を

超過して支払われた利息の返

還による損失に備えるため、

当中間連結会計期間末におけ

る損失発生見込額を計上して

おります。

⑦　利息返還損失引当金

当社と連結子会社の内２社

は、利息制限法の上限金利を

超過して支払われた利息の返

還による損失に備えるため、

当連結会計年度末における損

失発生見込額を計上しており

ます。

 (4）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、当社は営業貸付金に係

る未収利息については、利息

制限法利率又は当社約定利率

のいずれか低い方により計上

しております。

(4）重要な収益及び費用の計上基準

①　営業貸付金利息

同左

(4）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　割賦購入あっせん収益

a　総合あっせん

顧客手数料

期日到来基準による残債方

式または７・８分法

②　割賦購入あっせん収益

a　総合あっせん

顧客手数料

期日到来基準による７・８

分法　

②　割賦購入あっせん収益

a　総合あっせん

顧客手数料

期日到来基準による残債方

式または７・８分法　
 加盟店手数料

発生基準

加盟店手数料

同左　

加盟店手数料

同左　
 b　個品あっせん

顧客手数料

期日到来基準による残債方

式

加盟店手数料

発生基準

b　  ────── b　個品あっせん

顧客手数料

期日到来基準による残債方

式

加盟店手数料

発生基準　
 （注）計上方法の主な内容は次の

とおりであります。

（注）計上方法の主な内容は次の

とおりであります。

（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

元本残高に対して、一定の

料率で手数料を算出し、期

日到来のつど収益計上する

方法

────── 残債方式

元本残高に対して、一定の

料率で手数料を算出し、期

日到来のつど収益計上する

方法　
 ７・８分法

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

７・８分法

同左

７・８分法

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　
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 ③　買取債権回収高及び債権買取

原価の計上基準　

買取債権回収高は回収時に回

収金額を計上しております。

また、債権買取原価について

は、債務者からの回収額を優

先して元本（買取金額）に充

当し、回収額が元本を超過し

た部分を利益として認識する

方法を主に採用しておりま

す。

③　   ──────　 ③　買取債権回収高及び債権買取

原価の計上基準　

買取債権回収高は回収時に回

収金額を計上しております。

また、債権買取原価について

は、債務者からの回収額を優

先して元本（買取金額）に充

当し、回収額が元本を超過し

た部分を利益として認識する

方法を主に採用しておりま

す。

 (5）重要なヘッジ会計の方法

①　繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっております。

ただし、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては

特例処理を採用し、振当処理

の要件を満たす為替予約につ

いては振当処理を採用してお

ります。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっております。

ただし、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては

特例処理を採用しておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　繰延ヘッジ等のヘッジ会計の

方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっております。

ただし、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては

特例処理を採用し、振当処理

の要件を満たす為替予約につ

いては振当処理を採用してお

ります。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ、為替予約

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ、為替予約

 （ヘッジ対象）

変動金利の金融債務等

（ヘッジ対象）

変動金利の金融債務　

（ヘッジ対象）

変動金利の金融債務等 
 ③　ヘッジ方針

社内規程に基づき、金利変動

リスクが資金調達コスト(支

払利息)に及ぼす影響及び為

替変動リスクが外貨建取引に

及ぼす影響を回避するため、

ヘッジを行なう方針でありま

す。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動

とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計又は相場変

動を半期毎に比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッ

ジ有効性を評価しておりま

す。

ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、

有効性の評価を省略しており

ます。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

　 (6）　     ────── (6）中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヵ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

ない短期的な投資を計上してお

ります。

(6）　     ──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 (7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

 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、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」として計上

し、５年均等償却を行ってお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資を計

上しております。

────── 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資を計

上しております。
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【中間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】

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

────── （「持分法に関する会計基準」及び
「持分法適用関連会社の会計処理に
関する当面の取扱い」の適用）
当中間連結会計期間より「持分法
に関する会計基準」（企業会計基準
第16号  平成20年３月10日公表分）
及び「持分法適用関連会社の会計処
理に関する当面の取扱い」（実務対
応報告第24号  平成20年３月10日）
を適用しております。
これによる損益に与える影響はあ
りません。

　

──────

────── （資産除去債務に関する会計基準等）

　当中間連結会計期間より「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日日）を適

用しております。

これにより、当中間連結会計期間の

営業損失、経常損失はそれぞれ２百万

円、税金等調整前中間純損失は44百万

円増加しております。

　

──────
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【表示方法の変更】

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

──────

　

　

　

　

　

　

　

──────

　

　

　

　

　

　

　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

営業活動によるキャッシュ・フローの「のれん償却

額」は、当中間連結会計期間において、金額が僅少と

なったため、「その他」に含めて記載しております。

　なお、当中間連結会計期間における「のれん償却額」

は△０百万円であります。

　（中間連結貸借対照表）

　「未払金」は、前中間連結会計期間は、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間において負債及び純資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「未払金」の金額は

6,626百万円であります。

　

　（中間連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号  平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣

府令第５号）の適用に伴い、当中間連結会計期間では、

「少数株主損益調整前中間純損失」の科目を表示して

おります。

　

──────

【追加情報】

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

────── ────── 当連結会計年度より、「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。
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【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）
前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　個人向け無担保貸付金325,266百万円を

含んでおります。

※１　個人向け無担保貸付金142,483百万円を

含んでおります。

※１　個人向け無担保貸付金295,104百万円を

含んでおります。

※２　資産の流動化に伴いオフバランスとなっ

た資産の額

  ２　       ─────── ※２　資産の流動化に伴いオフバランスとなっ

た資産の額

割賦売掛金　 15,300百万円　  割賦売掛金 15,900百万円　

※３　割賦売掛金の残高は次のとおりでありま

す。

３　       ─────── ※３　割賦売掛金の残高は次のとおりでありま

す。

部門別 金額（百万円）
総合あっせん 64,293
個品あっせん 531

合計 64,824

 部門別 金額（百万円）
総合あっせん 67,271
個品あっせん 555

合計 67,827

※４　担保に供している資産とこれに対応する

債務 

  ４　       ───────   ４　       ───────

（1）担保に供している資産

     現金及び預金　 1,766百万円

（2）対応する債務

     短期借入金   1,766百万円

　  

※５　有形固定資産の減価償却累計額 ※５　有形固定資産の減価償却累計額 ※５　有形固定資産の減価償却累計額

   3,330百万円  2,027百万円  3,171百万円

　６　保証債務 　６　保証債務 　６　保証債務

保証業務に係る保証債務残高

保証残高 149,658百万円

債務保証損失引当金   8,201百万円

差引保証債務 141,457百万円

保証業務に係る保証債務残高

保証残高 101,446百万円

債務保証損失引当金 5,537百万円

差引保証債務 95,909百万円

保証業務に係る保証債務残高

保証残高 149,379百万円

債務保証損失引当金 7,514百万円

差引保証債務 141,865百万円

※７  債権流動化債務　

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。

※７  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。

     

※７  債権流動化債務　

営業貸付金11,000百万円及び割賦売掛金

11,000百万円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。
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前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※８　不良債権の状況 ※８　不良債権の状況 ※８　不良債権の状況

区分 金額（百万円）
破綻先債権 1,003
延滞債権 9,586
３ヵ月以上延滞債権 9,171
貸出条件緩和債権 28,293

合計 48,054

区分 金額（百万円）
破綻先債権 256
延滞債権 3,630
３ヵ月以上延滞債権 5,770
貸出条件緩和債権 15,748

合計 25,406

区分 金額（百万円）
破綻先債権 948
延滞債権 8,967
３ヵ月以上延滞債権 7,300
貸出条件緩和債権 27,351

合計 44,568

（注）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。

（注）１　　　　　同左 （注）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

ものであります。

２　　　　　同左 ２　　　　　同左

３　３ヵ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ヵ月以上遅延している貸付金

で、破綻先債権及び延滞債権に該当

しないものであります。

３　　　　　同左 ３　　　　　同左

４　貸出条件緩和債権とは、当該債権の

回収を促進することなどを目的に、

利息の支払猶予等、債務者に有利と

なる取決めを行った貸付金で、破綻

先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延

滞債権に該当しないものでありま

す。

４　　　　　同左 ４　　　　　同左

※９　営業貸付金に係る貸出コミットメントラ

イン契約

営業貸付金の契約形態は、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項に違反がない

限り、その範囲で繰返し融資を行う契約

であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当中間

連結会計期間末において、1,255,751百

万円（当中間連結会計期間末に残高の

ない顧客の融資未実行残高1,115,645百

万円を含む）であります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社及び連結子会社の

将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。また、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、利用限度枠の範

囲内であっても、当社及び連結子会社が

融資の拒絶又は利用限度枠を減額する

ことができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じております。

※９　営業貸付金に係る貸出コミットメントラ

イン契約

営業貸付金の契約形態は、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項に違反がない

限り、その範囲で繰返し融資を行う契約

であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当中間

連結会計期間末において、43,240百万円

（当中間連結会計期間末に残高のない

顧客の融資未実行残高34,180百万円を

含む）であります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社及び連結子会社の

将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。また、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、利用限度枠の範

囲内であっても、当社及び連結子会社が

融資の拒絶又は利用限度枠を減額する

ことができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じております。

※９　営業貸付金に係る貸出コミットメントラ

イン契約

営業貸付金の契約形態は、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項に違反がない

限り、その範囲で繰返し融資を行う契約

であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当連結

会計年度末において、1,195,977百万円

（当連結会計年度末に残高のない顧客

の融資未実行残高1,070,159百万円を含

む）であります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社及び連結子会社の

将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではありません。また、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、利用限度枠の範

囲内であっても、当社及び連結子会社が

融資の拒絶又は利用限度枠を減額する

ことができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保

全上の措置等を講じております。
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前中間連結会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　10　連結子会社のうち３社は、当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

　10　       ─────── 　10　連結子会社のうち１社においては、当座貸

越契約を締結しております。この契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額  22,000百万円

借入実行残高 20,469百万円

差引額 1,531百万円

　 当座貸越極度額 11,000百万円

借入実行残高 8,786百万円

差引額 2,214百万円

※11　貸倒引当金のうち38,455百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。

※11　貸倒引当金のうち19,194百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。

※11　貸倒引当金のうち35,351百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。
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（中間連結損益計算書関係）
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　その他の営業費用の主要項目 ※１　その他の営業費用の主要項目 ※１　その他の営業費用の主要項目

広告宣伝費 1,477百万円

ポイント引当金繰入額 251百万円

貸倒引当金繰入額 15,578百万円

貸倒損失 67百万円

債務保証損失引当金

繰入額
3,471百万円

利息返還損失引当金

繰入額
3,528百万円

支払手数料 5,753百万円

従業員給料及び手当 2,875百万円

賞与引当金繰入額 547百万円

退職給付費用 218百万円

減価償却費 1,113百万円

通信費 1,278百万円

電算業務委託費 2,285百万円

広告宣伝費 223百万円

貸倒引当金繰入額  6,979百万円

債務保証損失引当金

繰入額
2,270百万円

利息返還損失引当金

繰入額
10,623百万円

支払手数料 2,116百万円

従業員給料及び手当 1,019百万円

賞与引当金繰入額 95百万円

退職給付費用 84百万円

福利厚生費 283百万円

減価償却費 141百万円

通信費 157百万円

電算業務委託費 1,077百万円

広告宣伝費 2,516百万円

ポイント引当金繰入額 637百万円

貸倒引当金繰入額 24,733百万円

貸倒損失 550百万円

債務保証損失引当金

繰入額
6,121百万円

利息返還損失引当金

繰入額
10,103百万円

債権売却損 5,201百万円

支払手数料 10,129百万円

従業員給料及び手当 6,006百万円

賞与引当金繰入額 505百万円

退職給付費用 427百万円

減価償却費 2,260百万円

通信費 2,504百万円

電算業務委託費 4,302百万円

※２　固定資産除却損の主要項目 ※２　固定資産除却損の主要項目 ※２　固定資産除却損の主要項目

建物及び構築物 23百万円

有形固定資産（その他） 54百万円

ソフトウエア 5百万円

無形固定資産（その他） 16百万円

建物及び構築物 7百万円

ソフトウエア 16百万円

無形固定資産（その他） 18百万円

建物及び構築物 108百万円

有形固定資産（その他） 78百万円

ソフトウエア 284百万円

無形固定資産（その他） 54百万円

※３　減損損失 ※３　減損損失 ※３　減損損失

当社グループは、当中間連結会計期間に

おいて次のとおり減損損失を計上して

おります。

当社グループは、当中間連結会計期間に

おいて次のとおり減損損失を計上して

おります。

当社グループは、当連結会計年度におい

て次のとおり減損損失を計上しており

ます。

 （1）減損損失を認識した資産  （1）減損損失を認識した資産  （1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

 福岡県  遊休資産 建物、土地等

 東京都港区

 他
 遊休資産 リース資産 

場所 用途 種類

 福岡県  遊休資産 建物、土地等

 大分県  遊休資産 土地 

　 ―― 遊休資産 電話加入権 

場所 用途 種類

 福岡県 

 遊休資産、

廃棄予定

資産

建物、土地等

 東京都港区

 他
 遊休資産 リース資産 

 東京都港区

他
遊休資産 器具備品

 （2）資産をグルーピングした方法  （2）資産をグルーピングした方法  （2）資産をグルーピングした方法

当社グループは、管理会計上の区分（事

業）を基礎としてグルーピングを行っ

ております。

              同左             同左

 （3）減損損失の認識に至った経緯  （3）減損損失の認識に至った経緯  （3）減損損失の認識に至った経緯

遊休資産において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識してお

ります。

なお、リース資産については回収可能性

が認められないことから、当該資産グ

ループの未経過リース料を減損損失と

して計上しております。

遊休資産において、売却が決定又は時価

の著しい下落が確認されたため減損損

失を認識しております。

遊休資産において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識してお

ります。

また、リース資産及び廃棄予定資産につ

いては回収可能性が認められないこと

から、当該資産グループの未経過リース

料及び帳簿価額の全額を減損損失とし

て計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 （4）減損損失の金額  （4）減損損失の金額  （4）減損損失の金額

建物及び構築物 106百万円 

土地 92百万円 

リース資産 4百万円 

その他 0百万円 

合計 204百万円 

建物及び構築物 6百万円 

土地 40百万円 

その他 4百万円 

合計 52百万円 

建物及び構築物 111百万円 

土地 92百万円 

リース資産 10百万円 

その他 22百万円 

合計 236百万円 

 （5）回収可能価額の算定方法  （5）回収可能価額の算定方法  （5）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

価額または路線価等に基づいて評価し

ております。

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

価額または路線価等に基づいて評価し

ております。

なお、当中間連結会計期間に売却が決定

した資産については、売買契約書等に記

載の売却価格に基づき評価しておりま

す。

　

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

評価額または路線価等に基づいて評価

しております。

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

45/86



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　
37,932 － － 37,932

２　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) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

      該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　
37,932 － － 37,932

２　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) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

      該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式　
37,932 － － 37,932

２　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

      該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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 51,990百万円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△120百万円 

現金及び現金同等物 51,870百万円 

　
２　         ─────

現金及び預金勘定と一致しております。

32,849百万円

　

　

２　         ─────

現金及び預金勘定 59,305百万円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,520百万円 

現金及び現金同等物 57,785百万円 

　
※２　当連結会計年度に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

三洋信販債権回収㈱

流動資産 12,694百万円

固定資産 200百万円

流動負債 △6,656百万円

株式売却益 119百万円

株式の売却価額 6,357百万円

現金及び現金同等物 △1,283百万円

差引：売却による収入 5,074百万円
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（リース取引関係）
前中間連結会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

該当するものについては以下のとおりで

あります。

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

該当するものについては以下のとおりで

あります。

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

該当するものについては以下のとおりで

あります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

器具備品  298 201 59

合計  298 201 59

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 

中間期末
残高
相当額
(百万円)

器具備品  47 35 11

合計  47 35 11

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 

減損損失
累計額
相当額
(百万円)

器具備品  238 171 50

合計  238 171 50

  
中間期末残高
相当額

(百万円)

器具備品  37

合計  37

　   
期末残高相当額
(百万円)

器具備品  16

合計  16

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 49百万円

１年超 52百万円

合計 101百万円

リース資産減損勘定の残高 59百万円

１年以内 5百万円

１年超   6百万円

合計  12百万円

　 　

１年以内  42百万円

１年超  28百万円

合計  70百万円

リース資産減損勘定の残高 50百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 40百万円

リース資産減損勘定の取

崩額

14百万円

減価償却費相当額 37百万円

支払利息相当額 1百万円

減損損失 4百万円

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 68百万円

リース資産減損勘定

の取崩額

減価償却費相当額　

29百万円

　

64百万円

支払利息相当額 2百万円

減損損失 10百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

（減損損失について）

─────

・利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

　

　

　

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

　

・利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

　

　

　

（減損損失について）

───── 　
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（金融商品関係）

当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（2）を参

照）。
　
　

　

中間連結貸借対照表計上

額

（百万円）　

時価（百万円）　 差額（百万円）　

　①  現金及び預金 32,849 32,849 ―

　②  投資有価証券 　    　 　

        その他有価証券 877 877 ―

　      関連会社株式 19,239 5,513 △13,726

  資産計　　　　　 52,966 39,240 △13,726

　③  短期借入金 10,900 10,900 ―

　④  社債        （注）１ 10,000 9,643 △357

  ⑤  長期借入金　（注）２ 47,694 47,369 △324

　負債計 68,594 67,912 △681

　⑥  デリバティブ取引 ― ― ―

（注）１　社債には、１年内償還予定の社債を含めております。

      ２  長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。　

　　

     （1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    ①  現金及び預金

預金はすべて預け入れ期間が短期であるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿価額を時価とし

ております。

②  投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す

る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

③  短期借入金

短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿価額を時価としており

ます。

④  社債

   社債の時価は市場価格によっております。

⑤  長期借入金

長期借入金は、一定期間毎に区分した元利金の合計額を、当中間連結会計期間末から直近１年間において

新たに締結した同種の借入契約の加重平均利率で割り引いて時価を算定しております。なお、金利スワップ

の特例処理の対象とされた長期借入金の元利金の合計額は、当該金利スワップと一体として処理された金

額を使用しております（注記事項「デリバティブ取引関係」を参照）。

⑥  デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 
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     （2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  次の金融商品については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としてお

りません。
　

　
中間連結貸借対照表計上額

（百万円）　
備　考

営業貸付金  （注）１ 150,138　

非上場株式  （注）２ 1,065　

債権流動化債務  （注）３ 2,000償還方法がパススルー償還であるもの

　
（注）１　営業貸付金は、改正貸金業法の完全施行が平成22年６月に実施されたことから、その影響額を把握

し、過払金返還に伴うリスク要因等を勘案して、中間連結決算日現在の残高に対応する元利金の将

来キャッシュ・フローの見積を行うことは、現時点において極めて困難と認められるため、時価開

示の対象としておりません。

        ２  非上場株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対

象としておりません。

        ３  償還方法がパススルー償還（裏付資産の回収実績に連動して元本が償還される償還方法）である

債権流動化債務は、償還予定が未確定であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため、

時価開示の対象としておりません。

　

　

前連結会計年度末（平成22年３月31日）

金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（2）を参照）。
　
　

　
連結貸借対照表計上額

（百万円）　
時価（百万円）　 差額（百万円）　

　①  現金及び預金 59,305 59,305 ―

　②  投資有価証券 　    　 　

　      その他有価証券 1,128 1,128 ―

  資産計　　　　　 60,434 60,434 ―

　③  短期借入金 58,330 58,330 ―

　④  社債        （注）１ 54,100 52,610 △1,489

  ⑤  長期借入金　（注）２ 96,675 95,817 △857

　⑥  債権流動化債務 11,000 10,775 △224

　負債計 220,105 217,533 △2,572

　⑦  デリバティブ取引 ― 　― ―

（注）１　社債には、１年内償還予定の社債を含めております。

      ２  長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。　
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     （1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    ①  現金及び預金

預金はすべて預け入れ期間が短期であるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿価額を時価とし

ております。

②  投資有価証券（その他有価証券）

投資有価証券はその他有価証券として保有しており、株式の時価は取引所の価格によっております。ま

た、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

③  短期借入金

短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿価額を時価としており

ます。

④  社債

   社債の時価は市場価格によっております。

⑤  長期借入金

長期借入金は、一定期間毎に区分した元利金の合計額を、当連結会計年度において新たに締結した同種の

借入契約の加重平均利率で割り引いて時価を算定しております。なお、金利スワップの特例処理の対象とさ

れた長期借入金の元利金の合計額は、当該金利スワップと一体として処理された金額を使用しております

（注記事項「デリバティブ取引関係」を参照）。

⑥  債権流動化債務

償還方法がパススルー償還（裏付資産の回収実績に連動して元本が償還される償還方法）以外の債権

流動化債務については、一定期間毎に区分した元利金の合計額を、当連結会計年度において新たに締結した

同種の長期借入契約の加重平均利率で割り引いて時価を算定しております。

⑦  デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

 

     （2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  次の金融商品については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としてお

りません。
　

　
連結貸借対照表計上額

（百万円）　
備　考

営業貸付金  （注）１ 303,812　

割賦売掛金  （注）２ 67,827　

非上場株式  （注）３ 1,229　

債権流動化債務  （注）４ 11,000償還方法がパススルー償還であるもの

　
（注）１　営業貸付金は、改正貸金業法の完全施行が平成22年６月に予定されていることから、その影響額を把

握し、過払金返還に伴うリスク要因等を勘案して、連結決算日現在の残高に対応する元利金の将来

キャッシュ・フローの見積を行うことは、現時点において極めて困難と認められるため、時価開示

の対象としておりません。

        ２  当社グループでは、消費者金融事業とクレジットカード事業を一体として運営しており、クレジッ

トカード事業による割賦売掛金については、消費者金融事業による営業貸付金と同様、改正貸金業

法の影響を受けることから、連結決算日現在の残高に対応する元利金の将来キャッシュ・フローの

見積りを行うことは、現時点において極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりま

せん。

        ３  非上場株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対

象としておりません。

        ４  償還方法がパススルー償還（裏付資産の回収実績に連動して元本が償還される償還方法）である

一部の債権流動化債務は、償還予定が未確定であり、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、時価開示の対象としておりません。　

　

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

51/86



（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成21年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 1,438 1,087 △351

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,438 1,087 △351

　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式  

 　非連結子会社株式 60

合計 60

その他有価証券  

非上場株式 1,171

合計 1,171
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当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）

１．その他有価証券

 種類
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 877 1,336 △459

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 877 1,336 △459

合計 877 1,336 △459

(注）非上場株式（中間連結貸借対照表計上額 1,005百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められるため、上表には含めておりません。

　

２．減損処理を行った有価証券

  当中間連結会計期間において、その他有価証券の株式について ５百万円減損処理を行っております。　

  なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な

反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして減損処理を行い、30％以上50％未

満下落した場合には、時価の回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成22年３月31日）

１．その他有価証券 

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

(1)　株式 82 76 6

(2)　債券 ― ― ―

(3)　その他 ― ― ―

小計 82 76 6

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

(1)　株式 1,045 1,345 △299

(2)　債券 ― ― ―

(3)　その他 ― ― ―

小計 1,045 1,345 △299

合計 1,128 1,422 △293

(注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,169百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、上表には含めておりません。　

　

２．減損処理を行った有価証券

  当連結会計年度において、その他有価証券の株式について ５百万円減損処理を行っております。　

  なお、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、

時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合に

は、時価の回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対

象から除いております。

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対

象から除いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 該当事項はありません。 

（資産除去債務関係）

当中間連結会計期間末（平成22年９月30日）

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金

等のうち回収が見込めない金額を合理的に見積り、そのうち当中間連結会計期間に帰属する金額を費用計上して

おります。

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成21年４月

１日　至　平成22年３月31日）

　金融サービス事業の営業収益及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収益及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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】

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成21年４月

１日　至　平成22年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成21年４月

１日　至　平成22年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。

当社グループの主な事業内容は、金融サービス事業を営んでおり、「金融事業」、「保証事業」の２つ

を報告セグメントとしております。

「金融事業」は、主に一般消費者に対して無担保・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。「保証事業」は、同事業のパイオニアとして、これまで培ってきた提案営業を軸

に、各提携先が営んでいる個人向け無担保ローンの保証業務を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法　

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

中間連結
財務諸表
計上額
（注）３

金融事業 保証事業 計

営業収益        
外部顧客からの営業
収益

15,328 4,505 19,833 － 19,833 － 19,833

セグメント間の内部
営業収益又は振替高

－ － － － － － －

計 15,328 4,505 19,833 － 19,833 － 19,833
セグメント利益又は損
失（△）

△8,532 1,285 △7,246 － △7,246 － △7,246

セグメント資産 152,315 8,294 160,610964161,57419,332180,907
その他の項目        
減価償却費 91 50 141 － 141 － 141
持分法適用会社への
投資額

19,239 － 19,239 － 19,239 － 19,239

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

1 1 2 － 2 4 6

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社の非連結子会社に対する

貸付金等であります。

２．調整額は、以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額19,332百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

３．セグメント利益又は損失(△）は、中間連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。　　
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【関連情報】

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

１．製品及びサービスごとの情報

   （単位：百万円）　

 金融事業 保証事業　 その他　 合計
外部顧客からの営業収益 15,328 4,505 － 19,833

　

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

　

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

   （単位：百万円）

 金融事業 保証事業　 その他　 全社・消去 合計
減損損失 － － － 52 52

　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

該当事項はありません。

　

（追加情報）

当中間連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

当中間連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,683円81銭

１株当たり中間純利益 64円50銭

１株当たり純資産額 1,575円80銭

１株当たり中間純損失 220円21銭

１株当たり純資産額 1,800円32銭

１株当たり当期純利益  179円34銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 92,797       59,773 94,834

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
28,927 ― 26,544

（うち少数株主持分） (28,927)　 (―) (26,544)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
63,870       59,773       68,290

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）

37,932       37,932       37,932

　（注）２　１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益又は１株

当たり中間純損失
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円）
　    2,446　         △8,353　     6,803

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―　 ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）

（百万円）

     2,446　 △8,353      6,803　

普通株式の期中平均株式数（千株）       37,932 37,932 37,932
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（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10月1日を効力発

生日とし、プロミス株式会社（以下、

「プロミス」という。）及びプロミス

の完全子会社であり当社の完全親会

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」という。）と合併いたしました。

  本合併は、当社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の直後に、

効力発生日を同日として、プロミスを

吸収合併存続会社とし、当社を吸収合

併消滅会社とする吸収合併を行なっ

たものであります。

１ 合併契約の締結

   　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、プロ

ミス株式会社（以下、「プロミ

ス」という。）及びプロミスの完

全子会社であり当社の完全親会社

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」という。）と合併（以下、

「本合併」という。）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月のプロミ

スとの経営統合以降、プロミス

とのシステム統合、チャネル統

合、本社・営業系センターの機

能集約・再編等「ダブルブラン

ド戦略」の推進体制を確立する

と同時に、コスト削減を実施し

てまいりました。

　  しかしながら、業界並びにプロミ

スグループを取り巻く事業環境

は厳しさを増しており、プロミ

スグループの経営効率化をさら

に図ることを目的に、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（プロミス

及び朝日エンタープライズ）

なお、当社は、会社法第796条第

１項及び第784条第１項の規程

（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）　
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前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (3) 合併の方法

    本合併は、当社を吸収合併存続

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（以下、「三洋信販朝日

エンタープライズ間の合併」と

いう。）の直後に、効力発生日を

同日として、プロミスを吸収合

併存続会社とし、当社を吸収合

併消滅会社とする吸収合併（以

下、「プロミス三洋信販間の合

併」という。）を行うものであ

ります。

(4) 合併比率等

    当社は、三洋信販朝日エンター

プライズ間の合併に際して、プ

ロミスに対して、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、プロミスは、三洋信販朝日

エンタープライズ間の合併後の

当社の自己株式を除く発行済株

式の全てを所有することとなる

ため、プロミス三洋信販間の合

併に際して金銭等の交付は行い

ません。

(5) 消滅会社の新株予約権及び新株

予約権付社債に関する取扱い

    三洋信販朝日エンタープライズ

間の合併における吸収合併消滅

会社である朝日エンタープライ

ズ及びプロミス三洋信販間の合

併における吸収合併消滅会社で

ある当社は、いずれも新株予約

権及び新株予約権付社債の発行

を行っておりません。　
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前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (6) 相手会社（プロミス及び朝日エ

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
プロミス株式会

社
朝日エンタープ
ライズ株式会社

 事業の内容 消費者金融事業
三洋信販(株)

への投資 

 売上高又は

営業収益

 243,058百万円

　
― 

 当期純損失

（△）

△129,969

百万円　
△449百万円 

 資産の額
1,197,432

百万円
105,891百万円

 負債の額
 981,447百万円

　
100,151百万円 

 純資産の額
 215,984百万円

　
5,740百万円

 従業員数 2,911名 ―

(7) 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 最終改正平成

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。

２ 希望退職者の募集

　 　当社は、平成22年５月19日開催の

取締役会において事業構造改革プ

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

　    募集対象者

従業員のうち、平成22年４月

１日現在、30歳以上58歳以下

の正社員及び地域を限定して

勤務する全ての正社員

　募集人数  170名

　募集期間  平成22年６月14日～

   平成22年６月30日

　退職日    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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前中間連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (2) 希望退職による損失の見込額

　　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、特別退職加算金等（特別損

失）14億円の発生を見込んでお

ります。

　

 ３ 重要な連結の範囲の変更 

　当社は、ポケットカード株式会社

について、議決権の所有割合は

42.0%（平成22年2月28日現在）で

ありますが、実質支配力基準に鑑

み、連結子会社としておりました。

平成22年5月27日開催のポケッ

トカード株式会社の定時株主総会

において、取締役（５名）選任の

件が決議されたことにより、当社

はポケットカード株式会社の意思

決定機関を実質的に支配している

状態ではなくなったため、平成22

年６月11日開催の当社の取締役会

において、平成22年４月１日付け

でポケットカード株式会社を持分

法適用の関連会社として取り扱う

ことと決定いたしました。

これにより、ポケットカード株

式会社は持分法を適用する関連会

社となり、連結子会社、特定子会社

に該当しないこととなりました。

　　

　

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 39,443 29,302 50,889

営業貸付金 ※1, ※6, ※7
 201,640

※1, ※6, ※7
 150,138

※1, ※6, ※7
 178,093

その他 14,788 15,940 ※3
 18,964

貸倒引当金 ※8
 △51,113

※8
 △38,358

※8
 △43,783

流動資産合計 204,759 157,022 204,164

固定資産

有形固定資産

土地 165 16 165

その他（純額） 726 516 597

有形固定資産合計 ※2
 891

※2
 533

※2
 762

無形固定資産 642 426 558

投資その他の資産

投資有価証券 1,887 1,782 1,949

関係会社株式 10,090 9,025 9,025

その他 ※6
 1,456

※6
 1,214

※6
 1,320

貸倒引当金 △134 △124 △134

投資その他の資産合計 13,299 11,897 12,161

固定資産合計 14,834 12,857 13,482

資産合計 219,593 169,879 217,646

負債の部

流動負債

短期借入金 9,700 10,900 16,900

1年内返済予定の長期借入金 29,474 24,312 28,164

1年内償還予定の社債 25,000 10,000 25,000

未払金 － 13,863 11,947

未払法人税等 83 56 58

賞与引当金 343 95 318

債務保証損失引当金 7,044 5,537 5,973

事業再構築引当金 － 23 53

その他 5,874 564 910

流動負債合計 77,519 65,351 89,326

固定負債

社債 10,000 － 10,000

長期借入金 41,819 23,381 29,868

債権流動化債務 － ※5
 2,000 －

退職給付引当金 271 17 293

利息返還損失引当金 43,353 29,542 29,970

その他 98 166 229

固定負債合計 95,543 55,108 70,360

負債合計 173,062 120,460 159,687

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

63/86



(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成21年９月30日)

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の要約
貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 16,268 16,268 16,268

資本剰余金

資本準備金 34,216 34,216 34,216

資本剰余金合計 34,216 34,216 34,216

利益剰余金

利益準備金 1,919 1,919 1,919

その他利益剰余金

別途積立金 170,240 170,240 170,240

繰越利益剰余金 △175,749 △172,765 △164,386

利益剰余金合計 △3,589 △605 7,773

株主資本合計 46,894 49,878 58,257

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △363 △459 △298

評価・換算差額等合計 △363 △459 △298

純資産合計 46,531 49,419 57,959

負債純資産合計 219,593 169,879 217,646
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
損益計算書

(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 20,683 15,059 38,586

受取保証料 4,967 4,396 9,705

その他の営業収益 1,239 371 3,618

営業収益合計 26,890 19,827 51,910

営業費用

金融費用 1,584 1,230 2,997

その他の営業費用 ※1
 22,505

※1
 25,894

※1
 40,120

営業費用合計 24,089 27,124 43,117

営業利益又は営業損失（△） 2,801 △7,297 8,793

営業外収益 ※2
 304

※2
 263

※2
 500

営業外費用 25 4 31

経常利益又は経常損失（△） 3,079 △7,038 9,263

特別利益 ※3
 154

※3
 196

※3
 5,950

特別損失 ※4, ※5
 287

※4, ※5
 1,533

※4, ※5
 930

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 2,946 △8,374 14,283

法人税、住民税及び事業税 4 4 8

過年度法人税等 － － △30

法人税等合計 4 4 △21

中間純利益又は中間純損失（△） 2,941 △8,378 14,304
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(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 16,268 16,268 16,268

当中間期末残高 16,268 16,268 16,268

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 34,216 34,216 34,216

当中間期末残高 34,216 34,216 34,216

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,919 1,919 1,919

当中間期末残高 1,919 1,919 1,919

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 170,240 170,240 170,240

当中間期末残高 170,240 170,240 170,240

繰越利益剰余金

前期末残高 △178,691 △164,386 △178,691

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,941 △8,378 14,304

当中間期変動額合計 2,941 △8,378 14,304

当中間期末残高 △175,749 △172,765 △164,386

利益剰余金合計

前期末残高 △6,531 7,773 △6,531

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,941 △8,378 14,304

当中間期変動額合計 2,941 △8,378 14,304

当中間期末残高 △3,589 △605 7,773

株主資本合計

前期末残高 43,952 58,257 43,952

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,941 △8,378 14,304

当中間期変動額合計 2,941 △8,378 14,304

当中間期末残高 46,894 49,878 58,257

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △548 △298 △548

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 184 △160 249

当中間期変動額合計 184 △160 249

当中間期末残高 △363 △459 △298

純資産合計

前期末残高 43,404 57,959 43,404

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 2,941 △8,378 14,304

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 184 △160 249

当中間期変動額合計 3,126 △8,539 14,554

当中間期末残高 46,531 49,419 57,959
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

(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

有価証券

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

有価証券

(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

中間期末日現在の市場価格

等に基づく時価法

（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）

(2) その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

(2) その他有価証券

①　時価のあるもの

決算期末日現在の市場価格

等に基づく時価法

（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）

 ②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

②　時価のないもの

同左

２　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）

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。

(1）有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(1）有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

 建物 10～47年

構築物 10～20年

器具備品 ５～10年

　 　

 (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、ソフトウェア（自社利

用分）については社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

(2）無形固定資産（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）

同左

 (3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

しております。

なお、リース取引に関する会計

基準の改正適用初年度開始前に

取得した所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。　

(3）リース資産

同左

(3）リース資産

同左

 (4）長期前払費用

定額法によっております。

(4）長期前払費用

同左

(4）長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 ①　一般債権

貸倒実績率法によっておりま

す。

  

 ②　貸倒懸念債権及び破産更生債

権等

財務内容評価法によっており

ます。

  

 (2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め、当中間会計期間に負担すべ

き支給見込額を計上しておりま

す。
　

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 (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、当中間会計期間末における

損失発生見込額を計上しており

ます。

(3）債務保証損失引当金

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。

 （4）       ―――― （4）事業再構築引当金

事業の再構築に伴い発生する営

業組織の再編等に係る損失に備

えるため、当中間会計期間末に

おける損失発生見込み額を計上

しております。　

（4）事業再構築引当金

事業の再構築に伴い発生する営

業組織の再編等に係る損失に備

えるため、当事業年度末におけ

る損失発生見込み額を計上して

おります。　

 (5）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

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

なお、過去勤務債務は発生時に

一括処理し、数理計算上の差異

は翌事業年度に一括処理してお

ります。

(5）退職給付引当金

同左

(5）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

給付債務の額に基づき、当事業

年度末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務は発生時に

一括処理し、数理計算上の差異

は翌事業年度に一括処理してお

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。本会計基準の適用に

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。

 (6）利息返還損失引当金

利息制限法の上限金利を超過し

て支払われた利息の返還による

損失に備えるため、当中間会計

期間末における損失発生見込額

を計上しております。

(6）利息返還損失引当金

同左

(6）利息返還損失引当金

利息制限法の上限金利を超過し

て支払われた利息の返還による

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。

４　収益及び費用の計上基準 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

については、利息制限法利率又は

当社約定利率のいずれか低い方に

より計上しております。

営業貸付金利息

同左

営業貸付金利息

同左

５　ヘッジ会計の方法 (1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

原則として、繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特

例処理を採用しております。

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

同左

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 （ヘッジ対象）

変動金利の金融債務
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項目
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 (3）ヘッジ方針

社内規程に基づき、金利変動リ

スクが資金調達コスト（支払利

息）に及ぼす影響を回避するた

め、ヘッジを行なう方針であり

ます。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、すべ

て特例処理を採用しているため

有効性の評価を省略しておりま

す。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

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、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」として計上し、５年均等償却を

行っております。
　

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

────── （資産除去債務に関する会計基準の

適用）

　当中間会計期間より、「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、営業損失、経常損失はそ

れぞれ2百万円、税引前中間純損失は

44百万円増加しております。

──────

　

【表示方法の変更】

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

────── （中間貸借対照表）

　「未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間にお

いて負債及び純資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。

　なお、前中間会計期間の「未払金」の金額は4,933百万円

であります。
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）
前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　個人向け無担保貸付金191,679百万円を

含んでおります。

※１　個人向け無担保貸付金142,483百万円を

含んでおります。

※１　個人向け無担保貸付金169,389百万円を

含んでおります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

 2,560百万円  2,025百万円  2,447百万円

　３　　     ───────　　　 　３　　     ───────　　　　 ※３　担保に供している資産とこれに対応する

債務　

　 　  （1）担保に供している資産

　 　 　　　関係会社短期貸付金　　　5,250百万円

　 　  （2）対応する債務

　 　 　　　関係会社の買掛債務　　　2,573百万円

　 　 　
　４　保証債務 　４　保証債務 　４　保証債務

  （1）保証業務に係る保証債務残高

　     保証残高 113,443百万円

　     債務保証損失引当金 7,044百万円

  　   差引保証債務 106,399百万円

  （2）関係会社の借入に対する保証債務残高

　 1,110百万円

  （1）保証業務に係る保証債務残高

　     保証残高 101,446百万円

　     債務保証損失引当金 5,537百万円

  　   差引保証債務 95,909百万円

  （2）　　　 ───────

　

  （1）保証業務に係る保証債務残高

　     保証残高 107,657百万円

　     債務保証損失引当金 5,973百万円

  　   差引保証債務 101,684百万円

  （2）関係会社の買掛債務に対する保証債務

残高

　　　株式会社エージーカード 2,573百万円

  ５　　     ───────　　　  ※５　債権流動化債務 ５　　     ───────　　　

　 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。

　

※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況 ※６　不良債権の状況

区分  金額（百万円）
破綻先債権 415　
延滞債権 3,214
３ヵ月以上延滞債権 7,728
貸出条件緩和債権 20,417

合計 31,776

区分  金額（百万円）
破綻先債権 251
延滞債権 3,605
３ヵ月以上延滞債権 5,768
貸出条件緩和債権 15,717

合計 25,342

区分  金額（百万円）
破綻先債権 328
延滞債権 2,970
３ヵ月以上延滞債権 5,711
貸出条件緩和債権 18,827

合計 27,839

（注）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。

（注）１　　　　　同左 （注）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

ものであります。

２　　　　　同左 ２　　　　　同左

３　３ヵ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ヵ月以上遅延している貸付金

で、破綻先債権及び延滞債権に該当

しないものであります。

３　　　　　同左 ３　　　　　同左
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前中間会計期間末
（平成21年９月30日）

当中間会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

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ヵ月以上延

滞債権に該当しないものでありま

す。

４　　　　　同左 ４　　　　　同左

※７　営業貸付金の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

た条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行う契約であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当中間

会計期間末において114,733百万円（当

中間会計期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高93,429百万円を含む）で

あります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社の将来のキャッ

シュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。また、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、利用限度枠の範囲内であって

も、当社が融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条項がつけ

られており、そのために契約後も継続的

な与信保全上の措置等を講じておりま

す。

※７　営業貸付金の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

た条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行う契約であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当中間

会計期間末において43,240百万円（当

中間会計期間末に残高のない顧客の融

資未実行残高34,180百万円を含む）で

あります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社の将来のキャッ

シュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。また、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、利用限度枠の範囲内であって

も、当社が融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条項がつけ

られており、そのために契約後も継続的

な与信保全上の措置等を講じておりま

す。

※７　営業貸付金の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

た条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行う契約であります。

同契約に係る融資未実行残高は、当事業

年度末において102,294百万円（当事業

年度末に残高のない顧客の融資未実行

残高86,810百万円を含む）であります。

なお、同契約は融資実行されずに終了す

るものもあるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当社の将来のキャッ

シュ・フローに影響を与えるものでは

ありません。また、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、利用限度枠の範囲内であって

も、当社が融資の拒絶又は利用限度枠を

減額することができる旨の条項がつけ

られており、そのために契約後も継続的

な与信保全上の措置等を講じておりま

す。

※８　貸倒引当金のうち28,169百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。

※８　貸倒引当金のうち19,194百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。

※８　貸倒引当金のうち23,309百万円は営業貸

付金に優先的に充当されると見込まれ

る利息返還見積額であります。
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（中間損益計算書関係）
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 71百万円

無形固定資産 108百万円

有形固定資産 47百万円

無形固定資産 93百万円

有形固定資産 132百万円

無形固定資産 209百万円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 54百万円

受取配当金 200百万円

受取利息 59百万円

受取配当金 120百万円

受取割引料 62百万円

受取利息 118百万円

受取配当金 316百万円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

賞与引当金戻入額 118百万円 賞与引当金戻入額 95百万円

従業員共済会解散益 100百万円

関係会社株式売却益 5,776百万円

賞与引当金戻入額 118百万円　

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 88百万円

減損損失 199百万円

特別退職金 1,388百万円 固定資産除却損 168百万円　

減損損失 199百万円

関係会社株式評価損 484百万円

※５　減損損失 ※５　減損損失 ※５　減損損失

当社は、当中間会計期間において次のと

おり減損損失を計上しております。

当社は、当中間会計期間において次のと

おり減損損失を計上しております。

当社は、当事業年度において次のとおり

減損損失を計上しております。

（1） 減損損失を認識した資産 （1） 減損損失を認識した資産 （1） 減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

 福岡県  遊休資産 建物、土地等

場所 用途 種類

 福岡県  遊休資産 建物、土地等

 大分県  遊休資産 土地

　――  遊休資産 電話加入権

場所 用途 種類

 福岡県  遊休資産 建物、土地等

（2） 資産をグルーピングした方法 （2） 資産をグルーピングした方法 （2） 資産をグルーピングした方法

当社は、管理会計上の区分（事業）を基

礎としてグルーピングを行っておりま

す。

             同左              同左

（3） 減損損失の認識に至った経緯 （3） 減損損失の認識に至った経緯 （3） 減損損失の認識に至った経緯

遊休資産において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識してお

ります。

遊休資産において、売却が決定又は時価

の著しい下落が確認されたため減損損

失を認識しております。

遊休資産において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識しており

ます。

（4） 減損損失の金額 （4） 減損損失の金額 （4） 減損損失の金額

建物及び構築物 106百万円 

土地 92百万円 

その他 0百万円 

合計 199百万円 

建物及び構築物 6百万円 

土地 40百万円 

電話加入権 4百万円 

その他 0百万円 

合計 52百万円 

建物 105百万円 

構築物 0百万円 

器具備品 0百万円 

土地 92百万円 

合計 199百万円 

（5） 回収可能価額の算定方法 （5） 回収可能価額の算定方法 （5） 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

価額または路線価等に基づいて評価し

ております。

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

額または路線価等に基づいて評価してお

ります。

なお、当中間会計期間に売却が決定した

資産については、売買契約書等に記載の

売却価格に基づき評価しております。　

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

評価額または路線価等に基づいて評価

しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

   該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

   該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

             該当事項はありません。
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（リース取引関係）
前中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

　  該当するものについては以下のとおりであ

ります。

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

　  該当するものについては以下のとおりであ

ります。

１　リース取引開始日がリース会計基準の改正

適用初年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続

き採用しております。

　  該当するものについては以下のとおりであ

ります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 

中間期末
残高
相当額
(百万円)

器具備品  113 90 23

合計  113 90 23

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 

中間期末
残高
相当額
(百万円)

器具備品  47 35 11

合計  47 35 11

  
取得価額
相当額
(百万円)

 

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

 
期末残高
相当額
(百万円)

器具備品  62 47 15

合計  62 47 15

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11百万円

１年超 14百万円

合計 25百万円

１年以内 5百万円

１年超 6百万円

合計 12百万円

１年以内 6百万円

１年超 10百万円

合計 17百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 20百万円

減価償却費相当額 19百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 29百万円

減価償却費相当額 27百万円

支払利息相当額 1百万円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成21年９月30日）

子会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 8,965 5,562 △3,402

合計 8,965 5,562 △3,402

　（注）　時価（時価相当額を含む）の算定方法

上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。

当中間会計期間末（平成22年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 8,965 5,513 △3,451

合計 8,965 5,513 △3,451

　（注）　上記以外に非上場の子会社株式（中間貸借対照表計上額　60百万円）がありますが、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

　

前事業年度末（平成22年３月31日）

子会社株式

区分
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 8,965 6,481 △2,483

合計 8,965 6,481 △2,483

　（注）　非上場の子会社株式（貸借対照表計上額　60百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、上表には含めておりません。

　

（資産除去債務関係）

当中間会計期間末（平成22年９月30日）

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金等

のうち回収が見込めない金額を合理的に見積り、そのうち当中間会計期間に帰属する金額を費用計上しておりま

す。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（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10月1日を効力発

生日とし、プロミス株式会社（以下、

「プロミス」という。）及びプロミ

スの完全子会社であり当社の完全親

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」という。）と合併いたしまし

た。

  本合併は、当社を吸収合併存続会

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の直

後に、効力発生日を同日として、プロ

ミスを吸収合併存続会社とし、当社

を吸収合併消滅会社とする吸収合併

を行なったものであります。

１ 合併契約の締結

   　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、プロ

ミス株式会社（以下、「プロミ

ス」という。）及びプロミスの完

全子会社であり当社の完全親会社

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」という。）と合併（以下、

「本合併」という。）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月のプロミ

スとの経営統合以降、プロミス

とのシステム統合、チャネル統

合、本社・営業系センターの機

能集約・再編等「ダブルブラン

ド戦略」の推進体制を確立する

と同時に、コスト削減を実施し

てまいりました。

　  しかしながら、業界並びにプロミ

スグループを取り巻く事業環境

は厳しさを増しており、プロミ

スグループの経営効率化をさら

に図ることを目的に、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（プロミス

及び朝日エンタープライズ）

なお、当社は、会社法第796条第

１項及び第784条第１項の規程

（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）　
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前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (3) 合併の方法

本合併は、当社を吸収合併存続

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（以下、「三洋信販朝日

エンタープライズ間の合併」と

いう。）の直後に、効力発生日を

同日として、プロミスを吸収合

併存続会社とし、当社を吸収合

併消滅会社とする吸収合併（以

下、「プロミス三洋信販間の合

併」という。）を行うものであ

ります。

(4) 合併比率等

当社は、三洋信販朝日エンター

プライズ間の合併に際して、プ

ロミスに対して、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、プロミスは、三洋信販朝日

エンタープライズ間の合併後の

当社の自己株式を除く発行済株

式の全てを所有することとなる

ため、プロミス三洋信販間の合

併に際して金銭等の交付は行い

ません。

(5) 消滅会社の新株予約権及び新株

予約権付社債に関する取扱い

三洋信販朝日エンタープライズ

間の合併における吸収合併消滅

会社である朝日エンタープライ

ズ及びプロミス三洋信販間の合

併における吸収合併消滅会社で

ある当社は、いずれも新株予約

権及び新株予約権付社債の発行

を行っておりません。
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前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (6) 相手会社（プロミス及び朝日エ

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
プロミス株式会

社
朝日エンタープ
ライズ株式会社

 事業の内容
消費者金融事

業

三洋信販(株)

への投資 

 売上高又は

営業収益

 243,058百万円

　
― 

 当期純損失

（△）

△129,969

百万円　
△449百万円 

 資産の額
1,197,432

百万円
105,891百万円

 負債の額
 981,447百万円

　
100,151百万円 

 純資産の額
 215,984百万円

　
5,740百万円

 従業員数 2,911名 ―

(7) 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 最終改正平成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。

２ 希望退職者の募集

　 　当社は、平成22年５月19日開催の取

締役会において事業構造改革プラ

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

募集対象者

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

社員及び地域を限定して勤務

する全ての正社員

　募集人数  170名

　募集期間  平成22年６月14日

   ～平成22年６月30日

　退職日    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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前中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

　 　 (2) 希望退職による損失の見込額

　　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、特別退職加算金等（特別損

失）14億円の発生を見込んでお

ります。

　

　　

（２）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

80/86



第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)臨時報告書の訂正報告書

平成22年２月２日提出の臨時報告書（提出会社の資産の額が、当該提出会社の最

近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上増加することが見込まれる

吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の

100分の３以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅すること

となる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関によ

り決定された場合）に係る訂正報告書であります。

 

平成22年５月11日

福岡財務支局長に提出。

 

(2)訂正発行登録書 （普通社債）  平成22年５月11日

福岡財務支局長に提出。

(3)

 

 

臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（提出会社の親会社の

異動又は提出会社の特定子会社の異動があった場合）の規定に基づく臨時報告

書であります。 

平成22年６月11日

福岡財務支局長に提出。

 

(4)訂正発行登録書 （普通社債）  平成22年６月11日

福岡財務支局長に提出。

(5)

 

有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

（第47期）　

自 平成21年４月１日　 

至 平成22年３月31日　

平成22年６月23日

福岡財務支局長に提出。

(6)訂正発行登録書 （普通社債）  平成22年６月23日

福岡財務支局長に提出。
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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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独立監査人の中間監査報告書

   平成21年12月10日

三洋信販株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 能勢　元　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澁江　英樹　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

三洋信販株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成21年４月１日

から平成21年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、三洋信販株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　

　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

　

※　１．上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成22年12月10日

プロミス株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 能勢　元　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澁江　英樹　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

三洋信販株式会社（現会社名 プロミス株式会社）の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間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中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、三洋信販株式会社（現会社名 プロミス株式会社）及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

（追記情報）

重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、三洋信販株式会社は平成22年10月１日を効力発生日とし、プロミス

株式会社及びプロミス株式会社の完全子会社であり三洋信販株式会社の完全親会社である朝日エンタープライズ株式会社

と合併いたしました。

　

　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

　

※　１．上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

EDINET提出書類

三洋信販株式会社(E03709)

半期報告書

84/86



独立監査人の中間監査報告書

   平成21年12月10日

三洋信販株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 能勢　元  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澁江  英樹　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

三洋信販株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第47期事業年度の中間会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間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中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

三洋信販株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

　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

　

※　１．上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成22年12月10日

プロミス株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 能勢　元  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 澁江  英樹　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

三洋信販株式会社（現会社名 プロミス株式会社）の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第48期事業年度の中

間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

三洋信販株式会社（現会社名 プロミス株式会社）の平成22年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

（追記情報）

重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、三洋信販株式会社は平成22年10月１日を効力発生日とし、プロミス

株式会社及びプロミス株式会社の完全子会社であり三洋信販株式会社の完全親会社である朝日エンタープライズ株式会社

と合併いたしました。

　

　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

　

※　１．上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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