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決算取締役会開催日  平成 18 年 5 月 19 日                                                     

米国会計基準採用の有無  無 
 

1．18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4月 1日～平成 18 年 3月 31 日） 

 (1)連結経営成績                                    (記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。) 

  営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

          百万円      ％        百万円      ％        百万円        ％

18 年 3 月期        106,178         7.5         12,871       184.3       13,402       166.9 

17 年 3 月期         98,731         1.1          4,527        13.9        5,021        14.0 
 

 当 期 純 利 益 
１株当たり

当期純利益
潜 在 株 式 調 整 後
1 株当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経 常 利 益 率 

営 業 収 益

経 常 利 益 率

      百万円    ％    円   銭      円   銭       ％       ％       ％ 

18 年 3 月期       303  △ 90.5   3   02           ―  0.6 1.1 12.6 

17 年 3 月期     3,205    105.0  32   97           ―  6.2 0.4 5.1 

  (注) ①持分法投資損益             18 年 3 月期         96 百万円              17 年 3 月期         69 百万円 

②期中平均株式数(連結)       18 年 3 月期     96,095,660 株              17 年 3 月期     96,153,853 株 

③会計処理の方法の変更     有 

④営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 
       

 (2)連結財政状態 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

                百万円               百万円               ％         円      銭

18 年 3 月期 1,185,923   55,995             4.7      582      77 

17 年 3 月期 1,148,261   53,542             4.7      556      61 

  (注)期末発行済株式数(連結)       18 年 3月期    96,061,647 株               17 年 3月期    96,131,637 株 
 

 (3)連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期   末   残   高

            百万円            百万円             百万円             百万円

18 年 3月期         36,474      △  5,843      △ 35,848         44,595 

17 年 3 月期         17,392      △  8,148      △ 19,247         49,754 
   

 (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

    連結子会社数    2 社        持分法適用非連結子会社数    3 社        持分法適用関連会社数    1 社 
 

 (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

    連結 （新規）   ― 社    （除外）   ― 社           持分法 （新規）   ― 社    （除外）   ― 社 
 

2．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日）   

   営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 54,900 5,300 3,000 

通    期 112,100 14,200 8,400 

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)        87 円 44 銭 

※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり

ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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信販商品・サービス提供 

企 業 集 団 の 状 況 

 

 当社グループは、当社、子会社６社及び関連会社２社によって構成されており、当社を中心として、総合あっせん、

個品あっせん、信用保証、融資等の信販業及びその周辺業務を営み、その他にリース等の業務を行っております。 

 当社グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。 

当社、子会社及び関連会社 
  事業部門 主な事業の内容 

当社 子 会 社 関 連 会 社 

信 販 業 

総合あっせん、 

個品あっせん、 

信用保証、 

融資、 

集金代行等 

当社 ――――――― 
㈱セントラルファイナンス青森 

㈱博多大丸カードサービス 

そ の 他 
リース、 

その他業務代行等 
当社 

㈱シーエフオートリース 

㈱シーエフプランニング 

㈱シーエフトータルサービス 

㈱シーエフカーシステム 

㈱シーエフ債権回収 

その他１社 

――――――― 

 

 以上につきまして、その概要図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）※1は連結子会社 

※2は持分法適用非連結子会社 

※3は持分法適用関連会社 

 

 

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス 

※3 ㈱セントラルファイナンス青森 

   ㈱博多大丸カードサービス 

顧 
 
 

客 

業務提携 

※2 ㈱シーエフトータルサービス 

帳票管理、 
当社ビル管理等 

※1 ㈱シーエフオートリース 
営業車両リース 法人・個人向け自動車リース 

その他 子会社１社 

車両所有権登録等 
※2 ㈱シーエフカーシステム 

販促品購入斡旋等 
※2 ㈱シーエフプランニング 

旅行・商品販売等 

※1 ㈱シーエフ債権回収 
業務委託等 債権回収 

信販商品・サービス提供
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経 営 方 針 

 

1. 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「信販業を核として、豊かで、ゆとりのあるくらしを創造し、社会に貢献する」という経営理念

を掲げ、お客様の考えを尊重し、お客様のニーズに応えた商品・サービスを創造することを経営の基本方針としてお

ります。また、当社グループは、その基本方針に基づいて物販やサービス販売に伴う健全な資金を提供することによ

って、社会に役立ち、社会に認められる企業として発展していくことを目指しております。 

 

2. 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益の還元を基本方針としております。また、企業体質の強化や将来の事業

展開のためには、利益の内部留保も重要であると認識しており、安定的な配当を基本に、その時々の経営環境や、業

績・配当性向等から 適な利益配分を決定してまいります。なお、会社法施行後における配当回数の変更は予定して

おりません。 

 

3. 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位を 1,000 株としており、さらなる投資単位の引下げはより多くの投資家の参加を得るうえでは有

効でありますが、事務管理コストなどの費用対効果の観点から株主共通の利益に合致するかを総合的に判断していく

ことが重要であると考えております。本件につきましては、今後の市場動向を見ながら慎重に対処していく方針であ

ります。 

 

4. 目標とする経営指標 

当社グループは、企業価値の 大化を目的とし、経常利益、EPS（１株当たり当期純利益）を経営指標の中心と位

置づけ、その実現へ向けて、事業価値を 大化させるべく事業収益の成長力を示す EBIT、ならびに効率性を示す ROIC

の向上を経営目標に掲げております。なお、計画計数の主なものは下記のとおりです。 

 

中期経営計画における計数の概略（連結ベース）    （単位：億円） 

 17/3 期 18/3 期 19/3 期 

営業収益 987 1,061 1,105

貸倒関連費用 284 210 201

経常利益 50 134 155

当期純利益 32 3 93

EPS 33 円 3 円 94 円

ROIC 1.1% 2.0% 2.4%

EBIT 107 188 230

Net DER 10 倍 9 倍 9倍

注１）EPS（Earnings Per Share） ＝ 当期純利益÷期中平均株式数   

注２）ROIC（Return On Invested Capital） ＝  EBIT×（１－税率:40%）÷期首期末平均投下資本 

注３）投下資本 ＝ 純有利子負債＋株主資本  

注４）純有利子負債 ＝ 有利子負債－現金及び現金同等物 

注５）EBIT（Earnings Before Interest and Tax） ＝ 経常利益＋金融費用 

注６）Net DER（Debt Equity Ratio）  ＝ 純有利子負債÷株主資本 

 

5. 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中期経営計画において企業価値の 大化を目的としており、そのための事業価値の 大化と財務

体質の強化に向けて、次の４点を経営戦略の柱としております。 

(1) 収益力の強化 

  収益力の高い事業への選択と集中による事業ポートフォリオの 適化と、各事業におけるビジネスモデルの再構

築、費用対効果の追求によって、収益力の強化をはかってまいります。 
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(2) 効率性の向上、営業債権の健全化 

事業の効率化を推進し、利益率の向上をはかります。また、与信能力強化により貸倒関連費用を抑制し、あわせ

て貸倒引当強化やオフバランス化により、延滞債権を処理してまいります。 

(3) 有利子負債の抑制 

債権流動化や提携ローンの活用等によって資金調達の多様化をはかり、負債と自己資本のバランスを改善し、Net 

DER（純有利子負債/株主資本）の向上をはかってまいります。 

(4) 自己資本の充実 

剰余金の積み上げ等による自己資本増強とともに、ＩＲの強化をはかってまいります。 

 

6. 会社の対処すべき課題 

当社グループの中期経営計画の目標を達成するためには、以下の 2 点が核となる課題であります。 

１点目は、事業収益の成長性と効率性を高めることです。そのために、収益性の高いカード事業の強化を進めると

ともに、将来的な営業基盤の確保に向けてアライアンスを積極活用する等の業務展開を推進します。 

２点目は、財務体質の更なる強化です。先の営業債権の抜本的健全化により、経常的な貸倒関連費用は大幅に減少

し、平成 19 年 3 月期当期純利益はＶ字回復する見込みであります。これにより利益剰余金を積み上げ、自己資本の

充実をはかってまいります。また、有利子負債の抑制や資金調達手法の多様化等によって、財務体質の強化に引き続

き努めてまいります。 

当社グループは、この中期経営計画の遂行により、広範なサービス・全国的な営業ネットワークを有する総合信販

としてお客様の多種多様な要望にお応えしていくとともに、強固な財務体質、先進的な金融技術・システムを有する

金融総合サービス企業として、お客様や株主の皆様の信頼をより確かなものにしていきたいと考えております。 

なお、キャッシング業務における過払い金返還請求への対応につきましては、多重債務問題などとともに、消費者

信用産業における重要課題と認識しており、当社グループといたしましても、適切に対処してまいります。 

 

7. 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

8. その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

経営成績及び財政状態 

1. 経営成績 

(1) 当期の概況 

当期におけるわが国経済は、前期より継続する企業業績の好調な推移を背景に、雇用環境が改善し、個人消費に

も改善基調が見られました。また、日経平均株価は一時の低迷期を脱し、当期 1 年間で 46.2％上昇しました。 

財団法人日本クレジット産業協会の調査によりますと、クレジットカードを使った買物は、前年対比 10％を越え

る伸びを続け、キャッシングの利用につきましても前年対比プラスであります。その一方、上限金利問題や過払い

金請求への対応等、キャッシング事業のあり方を問われる問題が発生しており、消費者信用産業を取り巻く環境は

大きく変化しております。 

このような状況下、平成 17 年 11 月に当社グループは中期経営計画を公表致しました。計画の骨子は、収益力の

高い事業への選択と集中及び延滞債権の抜本的な処理等により、企業価値を飛躍的に高め、財務体質のより一層の

強化をはかるものであります。 

当期の経営成績につきましては、クレジットカード、ショッピングクレジット、オートローン、ローンカード事

業といった中核ビジネスへ経営資源を集中的に投入した結果、取扱高は堅調に推移し、営業収益につきましても、

1,061 億 78 百万円、前期比 7.5％の増収となりました。また、延滞債権の抜本的な処理により、貸倒関連費用が大

幅に減少したことから、経常利益は 134 億 2 百万円（前期比 166.9％増）と大幅な増益となりました。しかしなが

ら、貸倒引当金見積方法の見直しなどによって特別損失として 346 億 14 百万円計上したことから、特別利益とし
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て収益計上基準の変更や資産の売却益などにより 217 億 63 百万円計上したものの、当期純利益は 3 億 3 百万円と

なりました。 

 

(2) 主な部門の状況 

総合あっせん部門は、鉄道関連・旅行関連・石油関連等の大手提携先との取引推進や、前期並びに当期に提携し

たショッピングセンター・ホームセンター・スポーツクラブといった生活密着型の取引先において新規会員の拡大

をはかりました。一方、カード稼働率の向上につきましては、国土交通省の実施するＥＴＣ車載器リース制度の助

成適用となる｢ＣＦ ＥＴＣソリューションパック｣を開発し、拡販キャンペーンを実施したほか、携帯電話や電力

会社といった毎月定例支払いのある加盟店との契約推進など、お客様の利便性向上をはかっております。また、優

良会員を中心とした稼働数増加のために平成 18 年 3 月より新規入会審査・更新審査における自動与信システムへ

新スコアリングモデルを導入するとともに、利用予測モデル「ＣＦＩＣＳ」(シーフィックス)を活用した未利用会

員への利用促進策を積極的に展開しております。さらに、電子マネー「エディ」を搭載した株式会社ゲオとの提携

カードの発行や、中央三井信託銀行株式会社とのキャッシュカード一体型のクレジットカードの発行など、多様化

するお客様のニーズに的確に対応した新商品の開発に努めております。この結果、総合あっせん部門の取扱高は

4,337 億 60 百万円(前期比 10.8%増)、営業収益は 123 億 87 百万円(前期比 12.7%増)となりました。 

個品あっせん部門は、テレビショッピングや通信販売といった大量集中処理型の販売システムに対応したショッ

ピングクレジットが堅調に推移しました。さらに、「ＣＦ学資クレジットアシストコース」の商品化により、学校

法人との提携など、新たな分野の開拓にも注力しております。また、オートローンの取り扱いも引続き堅調に推移

しておりますが、財務体質の強化の一環として提携ローンを推進していることから、個品あっせんの取り扱いを減

少させ、信用保証の取り扱いを増加させることにより、割賦売掛金の圧縮及び有利子負債の抑制をはかっておりま

す。この結果、個品あっせん部門の取扱高は 4,443 億 80 百万円(前期比 3.5%減)、営業収益は 315 億 60 百万円(前

期比 3.2%減)となりました。 

信用保証部門は、オートローンを提携ローンとして推進したことや、金融機関の個人ローン保証における既存取

引商品をリニューアルした結果、大幅に増加しました。 

また、スズキ株式会社の販売金融子会社であるスズキファイナンス株式会社と保証事業での提携や、ＵＦＪセン

トラルリース株式会社と個人向け一般リース・オートリースにおける包括契約を締結し、取引先との関係強化に努

めております。これらにより信用保証部門の取扱高は 5,877 億 16 百万円(前期比 19.3%増)、営業収益は 136 億 26

百万円(前期比 4.2%減)となりました。 

融資部門は、ショッピングクレジット優良顧客へのダイレクトマーケティングなど、取扱商品間のクロスセルの

推進や、提携先の募集チャネルの活用により、クレジットカードや融資専用カード「ｅカードα」の新規会員の拡

大や利用促進に向けて、きめ細かい営業活動を推進しております。この結果、融資部門の取扱高は 2,002 億 36 百

万円(前期比 20.1%増)、営業収益は 376 億 24 百万円(前期比 22.0%増)となりました。 

その他の部門における集金代行業務やコンビニ収納業務といった資金の回収に伴うフィービジネスは、官公庁や

自治体との提携を引き続き積極的に推進し、通信・インターネット情報関連や介護関連等、新たな分野における提

携も増加したことにより、取扱高は順調に拡大しております。この結果、その他部門の取扱高は、8,326 億 23 百万

円(前期比 15.4%増)、営業収益は 104 億 85 百万円(前期比 8.8%増)となりました。 

 

(3) 利益処分 

当期の配当金につきましては、利益配分の基本方針にもとづき、１株当たり 7円（中間配当金 3円 50 銭、期末配

当金 3円 50 銭）を予定しております。 

 

(4) 次期の見通し 

当社グループの次期の見通しにつきましては、中期経営計画の遂行による収益力の向上や財務体質の更なる強化

により、営業収益は 1,121 億円（前期比 5.6％増）、経常利益 142 億円（前期比 6.0％増）、当期純利益 84 億円（前

期比 2664.3％増）を予想しております。なお、次期の見通しにあたり、中期経営計画を策定した時点の想定を越え

る利息返還請求に係わる損失の影響等を加味しております。 

また、配当金につきましては、1 株当たり 2 円増配の年間 9 円（中間期 4 円 50 銭、期末 4 円 50 銭）とさせてい
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ただく予定でございます。 

 

2. 財政状態 

(1) 資産、負債、資本の状況 

信販業は、資金そのものがビジネスの源泉であることから、割賦売掛金を中心とした営業債権に対し、自己資本

と有利子負債でバランスする構造にあります。今般、策定した中期経営計画では、有利子負債の抑制、財務体質の

更なる強化を対処すべき課題として掲げ、信販事業の拡大に伴う資金需要に対し、債権流動化による調達や提携ロ

ーンなどを活用し、有利子負債の増加を抑制していく方針であります。 

資産合計は 1 兆 1,859 億 23 百万円であり、前期末比 376 億 62 百万円の増加となりました。増加要因としまして

は、提携ローンの推進による信用保証割賦売掛金の前期末比 800 億 56 百万円の増加、割賦売掛金の流動化実施に

よる資産流動化受益債権の前期末比 178 億 82 百万円の増加などが主なものであります。一方、減少要因としまし

ては、流動化や提携ローンへの切り替え、直接償却の促進などによる、割賦売掛金の前期末比 669 億 25 百万円の

減少が主なものであります。 

なお、当期における貸倒引当金見積方法の見直しによって流動資産の部の貸倒引当金が前期末比 53 億 56 百万円

増加しております。一方、バルクセールなどにより固定化営業債権が前期末比 276 億 65 百万円減少した結果、固

定資産の部の貸倒引当金については前期末比 292 億 59 百万円減少しております。 

負債合計は 1 兆 1,299 億 27 百万円となり、前期末比 352 億 9 百万円の増加となりました。これは、借入金とコマ

ーシャルペーパーを合算した有利子負債が前期末比 350 億 81 百万円減少し、当期に行った会計処理方法の変更に

よって割賦利益繰延が前期末比 192 億 37 百万円減少したものの、信用保証買掛金が前期末比 800 億 56 百万円増加

したためです。 

自己資本は 559 億 95 百万円であり、前期末比 24 億 53 百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が 4 億

91 百万円減少したものの、投資有価証券の時価の上昇に伴って、その他有価証券評価差額金が 30 億 71 百万円増加

したためです。 

なお、有利子負債から現金及び現金同等物445億 95百万円を控除した純有利子負債は5,028億 48百万円となり、

自己資本で除した Net DER は 9 倍となり、前期末の 10 倍から改善しております。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べて 51 億 58 百万円減少し、当期末残高は 445 億 95

百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、364 億 74 百万円増加しました。増加要因としましては、債権流動化に

よる売上債権の減少額 943 億 36 百万円、減価償却費 45 億 8 百万円が主なものであります。その一方、減少要因

としましては、貸倒引当金の減少額 239 億 2 百万円、割賦利益繰延の減少額 192 億 37 百万円、資産流動化受益債

権の増加額 178 億 82 百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の売却による増加がありましたが、ソフ

トウェアに対する投資や子会社の貸与資産の取得などにより、58 億 43 百万円の減少となりました。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、358 億 48 百万円減少しております。これは、債権の流動化や提携ロー

ンの活用により、短期資金を中心に有利子負債の圧縮をはかったためであります。 
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3. 事業等のリスク 

当社グループは、信販業をビジネスの核としており、当社グループの業績は顧客の信用状況の変化や金利の変動

などによる影響を受けることとなります。投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるリスクは

以下のとおりであり、当社グループはこれらのリスクを認識した上で、それらの回避及び発生した場合の速やかな

対応に努める所存であります。なお、将来に関する事項の記載については、当連結会計年度末現在において判断し

たものであります。 

(1) 顧客の信用状況 

当社グループは、顧客の信用情報に基づき厳格な与信を行っておりますが、顧客の信用状況は、景気動向やそれ

に伴う個人所得の減少等により変化し、状況によっては回収不能となるリスクを抱えております。また、回収不能

の状況に至らない場合であっても自己破産や個人の民事再生法適用などによって債権内容が悪化し、見積りを越え

る貸倒関連コストの負担を強いられることも想定されます。また、破産法の改正や司法書士法の改正に伴って自己

破産や債務整理が増加する傾向が強まる可能性もあり、このような顧客の信用状況の変化は、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

(2) 資金調達コストの変動 

信販業の特徴の一つは、多大な資金を必要とすることにあります。資金調達に当たり当社グループは、金融機関

からの借入による間接金融やコミットメントラインの設定、債権流動化やコマーシャルペーパー等の直接金融を効

率的に組み合わせ、流動性リスクや金利リスクの極小化に努めております。しかしながら、経済動向や金融情勢な

どの変化によっては、想定していない調達コストの変動が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3) コンピュータシステムへの高度な依存 

当社グループでは大量の情報を処理していることから、コンピュータシステムに高度に依存しており、システム

停止を想定した危機管理マニュアルの制定やコンピュータウイルス被害を防止するための感染防止ワクチンの導

入など万全な体制を構築しております。しかしながら、高度化・複雑化したシステムや通信網において、想定する

ことができない障害が発生したり、対策前の新種のコンピュータウイルスの侵入を受けたりするなどの危険性を皆

無にすることは困難であります。また、予想を越えた大規模な地震などの災害が発生した場合には、コンピュータ

システムが停止せざるを得ない場合も想定され、これらは、業績に影響を与える可能性があります。 

 

(4) 個人情報保護対策 

信販業の特性上、当社グループには膨大な個人情報が蓄積されております。個人情報の保護に関しましては、コ

ンプライアンス統括部に個人情報管理室を設置し、個人情報に係るコンプライアンスプログラムを策定・運用する

とともに、日常的に従業員への教育を徹底し、個人情報の保護に関する意識の向上に努めております。 

また法令、各ガイドラインへの対応はもとより、業界の自主ルールにも積極的に取り組み、プライバシー・マー

クの認証資格を受ける等、万全な保護対策を進めておりますが、万が一の個人情報の漏洩などが業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

(5) 法的規制 

融資業務を営むためには、「貸金業の規制等に関する法律」に基づき貸金業者の登録を受けることが条件とされ

ており、当該法律の順守が義務付けられております。また、利息等については出資法や利息制限法の適用を受けて

おり、これらの改正もしくは新たな法規制により業績が影響を受ける可能性があります。なお、当社グループにお

ける貸付金利には、出資法の上限利率（現行年率 29.20%）以内ではありますが、利息制限法の上限利率（年率 15.00%

～20.00%）を越える部分があり、会員の申し出により超過利息について引き直し計算を行い、必要に応じて返還な

どを行う場合があります。その他、総合割賦あっせん及び個品割賦あっせん業務については、「割賦販売法」の順

守が義務付けられております。また、当社グループにおける加盟店契約先の中には「特定商取引法」の適用を受け

る先もあることから、新たな法規制、行政指導などによって業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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比  較  連  結  貸  借  対  照  表 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

増減額 

(百万円)

増減率

（％）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

1 現金及び預金  34,754 34,632  △121 △0.3

2 割賦売掛金 ※2,4 631,564 564,638  △66,925 △10.6

3 信用保証割賦売掛金  373,904 453,960  80,056 21.4

4 集金保証前渡金  8,011 8,267  255 3.2

5 たな卸資産  111 111  － －

6 繰延税金資産  1,208 2,466  1,257 104.0

7 その他  32,577 32,635  57 0.2

貸倒引当金  △14,828 △20,184  △5,356 △36.1

流動資産合計  1,067,304 92.9 1,076,527 90.8 9,223 0.9

Ⅱ 固定資産    

1 有形固定資産 ※3   

(1) 貸与資産  7,749 8,532  782 10.1

(2) 建物  862 676  △186 △21.6

(3) 土地 ※8 1,213 542  △671 △55.3

(4) その他  269 395  126 46.9

有形固定資産合計  10,094 0.9 10,146 0.9 51 0.5

2 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  6,100 7,111  1,010 16.6

(2) その他  213 213  － －

無形固定資産合計  6,314 0.6 7,324 0.6 1,010 16.0

3 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1,2 31,991 37,550  5,559 17.4

(2) 固定化営業債権 ※6 35,933 8,267  △27,665 △77.0

(3) 繰延税金資産  － 0  0 －

(4) 再評価に係る 
  繰延税金資産 

※8 83 32  △50 △60.6

(5) その他  29,878 50,153  20,275 67.9

貸倒引当金  △33,339 △4,080  29,259 87.8

投資その他の資産 
合計 

 64,547 5.6 91,925 7.7 27,377 42.4

固定資産合計  80,956 7.1 109,396 9.2 28,439 35.1

資産合計  1,148,261 100.0 1,185,923 100.0 37,662 3.3
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前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

増減額 

(百万円)

増減率

（％）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

1 支払手形及び買掛金  41,937 44,366  2,428 5.8

2 信用保証買掛金  373,904 453,960  80,056 21.4

3 短期借入金  147,781 122,494  △25,287 △17.1

4 一年内返済予定 
長期借入金 

 119,828 94,587  △25,240 △21.1

5 コマ－シャルペ－パ－  81,000 68,500  △12,500 △15.4

6 未払法人税等  1,046 286  △759 △72.6

7 賞与引当金  1,714 1,608  △105 △6.2

8 利息返還損失引当金  － 603  603 －

9 割賦利益繰延 ※5 51,489 32,252  △19,237 △37.4

10 その他  33,222 40,160  6,937 20.9

流動負債合計  851,923 74.2 858,819 72.4 6,895 0.8

Ⅱ 固定負債    

1 長期借入金  233,916 261,862  27,946 11.9

2 繰延税金負債  5,091 8,365  3,274 64.3

3 退職給付引当金  2,868 －  △2,868△100.0

4 連結調整勘定  287 191  △95 △33.3

5 その他  631 688  57 9.1

固定負債合計  242,794 21.1 271,108 22.9 28,313 11.7

負債合計  1,094,718 95.3 1,129,927 95.3 35,209 3.2

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  － － － － － －

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※7 9,686 0.8 9,686 0.8 － －

Ⅱ 資本剰余金  19,030 1.7 19,030 1.6 0 0.0

Ⅲ 利益剰余金  18,450 1.6 17,958 1.5 △491 △2.7

Ⅳ 土地再評価差額金 ※8 △137 △0.0 △204 △0.0 △67 △48.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金  7,438 0.7 10,510 0.9 3,071 41.3

Ⅵ 自己株式 ※9 △925 △0.1 △985 △0.1 △60 △6.5

資本合計  53,542 4.7 55,995 4.7 2,453 4.6

負債、少数株主持分
及び資本合計 

 1,148,261 100.0 1,185,923 100.0 37,662 3.3
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比  較  連  結  損  益  計  算  書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減額 

(百万円)

増減率

（％）

Ⅰ 営業収益    

 1 総合あっせん収益  10,995 12,387  1,391 12.7

 2 個品あっせん収益  32,610 31,560  △1,049 △3.2

 3 信用保証収益  14,216 13,626  △590 △4.2

 4 融資収益  30,848 37,624  6,776 22.0

 5 金融収益  419 493  73 17.6

 6 その他の営業収益  9,641 10,485  843 8.8

  営業収益計  98,731 100.0 106,178 100.0 7,447 7.5

Ⅱ 営業費用    

 1 販売費及び一般管理費    

  (1) 支払手数料  8,069 10,073   

  (2) 貸倒引当金繰入額  28,429 21,022   

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  － 603   

  (4) 役職員給料手当  17,205 17,637   

  (5) 賞与引当金繰入額  1,714 1,608   

  (6) 退職給付引当金繰入額  1,140 1,178   

  (7) 減価償却費  1,544 2,160   

  (8) その他  26,566 84,670 85.7 29,400 83,685 78.8 △984 △1.2

 2 金融費用  5,699 5.8 5,438 5.1 △261 △4.6

 3 その他の営業費用  3,834 3.9 4,183 4.0 349 9.1

  営業費用計  94,204 95.4 93,307 87.9 △896 △1.0

  営業利益  4,527 4.6 12,871 12.1 8,343 184.3

Ⅲ 営業外収益    

1 受取保険配当金  289 309   

2 持分法による投資利益  69 96   

3 連結調整勘定償却額  95 95   

4 その他  72 528 0.5 50 551 0.5 23 4.5

Ⅳ 営業外費用    

  雑損失  34 34 0.0 20 20 0.0 △13 △38.9

 経常利益  5,021 5.1 13,402 12.6 8,380 166.9

Ⅴ 特別利益    

1 割賦利益繰延取崩額  － 15,745   

2 退職給付信託設定益  － 3,098   

3 投資有価証券売却益  570 2,016   

4 固定資産売却益 ※2 － 570 0.6 903 21,763 20.5 21,193 －
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

増減額

(百万円)

増減率

（％）

Ⅵ 特別損失    

1 貸倒引当金繰入額  － 34,426   

2 退職給付引当金繰入額  487 －   

3 その他 ※3 73 561 0.6 187 34,614 32.6 34,052 －

税金等調整前当期純利益  5,030 5.1 552 0.5 △4,478 △89.0

法人税、住民税及び事業税  968 268   

法人税等調整額  857 1,825 1.9 △20 248 0.2 △1,577 △86.4

当期純利益  3,205 3.2 303 0.3 △2,901 △90.5

       

 

 

比  較  連  結  剰  余  金  計  算  書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 
増減額 

(百万円)

増減率

（％）

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  19,022 19,030 8 0.0

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   自己株式処分差益  8 8 0 0 △7 △97.3

Ⅲ 資本剰余金期末残高  19,030 19,030 0 0.0

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  15,757 18,450 2,693 17.1

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 1 当期純利益  3,205 303  

 2 土地再評価差額金取崩額  － 3,205 9 313 △2,891 △90.2

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 1 配当金  481 770  

 2 役員賞与  30 511 34 805 293 57.3

Ⅳ 利益剰余金期末残高  18,450 17,958 △491 △2.7
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比 較 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 
              

  
前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 1 税金等調整前当期純利益  5,030 552 

 2 減価償却費  3,783 4,508 

 3 連結調整勘定償却額  △95 △95 

 4 貸倒引当金の減少額  △968 △23,902 

 5 賞与引当金の増加額(△は減少額)  39 △105 

 6 利息返還損失引当金の増加額  － 603 

 7 退職給付引当金の増加額(△は減少額)   △38 436 

 8 退職給付信託設定益  － △3,098 

 9 受取利息及び受取配当金  △323 △364 

10 支払利息  5,354 4,874 

11 為替差益  △90 △123 

12 持分法による投資利益  △69 △96 

13 有形固定資産売却益  － △903 

14 有形固定資産処分損  250 625 

15 投資有価証券売却益  △570 △2,016 

16 売上債権の減少額  24,117 94,336 

17 資産流動化受益債権の増加額  △12,195 △17,882 

18 仕入債務の増加額  221 2,428 

19 割賦利益繰延の減少額  △5,068 △19,237 

20 役員賞与の支払額  △30 △34 

21 その他  3,247 1,651 

小計  22,593 42,154 

22 利息及び配当金の受取額  330 374 

23 利息の支払額  △5,351 △5,014 

24 法人税等の支払額  △180 △1,039 

営業活動によるキャッシュ・フロー  17,392 36,474 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 1 有形固定資産の取得による支出  △3,496 △4,698 

 2 有形固定資産の売却による収入  509 2,403 

 3 無形固定資産の取得による支出  △2,817 △3,193 

 4 投資有価証券の取得による支出  △1,038 △1,826 

 5 投資有価証券の売却による収入  735 3,237 

 6 その他  △2,042 △1,766 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,148 △5,843 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 1 短期借入金の純減少額  △84,231 △25,222 
 2 コマーシャルペーパーの純増加額 
  （△は純減少額） 

 57,000 △12,500 

 3 長期借入れによる収入  93,600 124,651 

 4 長期借入金の返済による支出  △85,114 △121,945 

 5 自己株式の取得による支出  △21 △60 

 6 配当金の支払額  △481 △770 

 7 その他  0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △19,247 △35,848 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  55 58 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △9,947 △5,158 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  59,701 49,754 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  49,754 44,595 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 1 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社数 2社 

   会社の名称 

    ㈱シーエフオートリース 

    ㈱シーエフ債権回収 

 1 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社数 2社 

   会社の名称 

    ㈱シーエフオートリース 

    ㈱シーエフ債権回収 

 (2) 主要な非連結子会社名 

   ㈱シーエフカーシステム 

   ㈱シーエフプランニング 

   ㈱シーエフトータルサービス 

   連結の範囲から除いた理由 

     非連結子会社4社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲から除いておりま

す。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

   ㈱シーエフカーシステム 

   ㈱シーエフプランニング 

   ㈱シーエフトータルサービス 

   連結の範囲から除いた理由 

同左 

 2 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した非連結子会社数 3社 

   会社の名称 

   ㈱シーエフカーシステム 

   ㈱シーエフプランニング 

   ㈱シーエフトータルサービス 

 2 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した非連結子会社数 3社 

   会社の名称 

   ㈱シーエフカーシステム 

   ㈱シーエフプランニング 

   ㈱シーエフトータルサービス 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 1社 

   会社の名称 

   ㈱セントラルファイナンス青森 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 1社 

   会社の名称 

   ㈱セントラルファイナンス青森 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社の名称 

   ㈱博多大丸カードサービス 

   持分法を適用しない理由 

     持分法非適用会社は、いずれも当期純損益及

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

適用から除外しております。 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社の名称 

   ㈱博多大丸カードサービス 

   持分法を適用しない理由 

同左 

 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

 4 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

      決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

     時価のないもの 

      移動平均法に基づく原価法 

 4 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

同左 

 

 

     時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    販売用不動産 

個別法に基づく原価法 

  ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    販売用不動産 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 (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 

   イ 貸与資産 

     リース期間を耐用年数とし、リース期間満了

時の貸与資産の見積処分価額を残存価額とする

定額法 

   ロ その他の有形固定資産 

     定率法 

     ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)については定額法 

 (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 

   イ 貸与資産 

同左 

 

 

   ロ その他の有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産(ソフトウェア) 

    社内における利用可能期間(5年)に基づく定額

法 

  ② 無形固定資産(ソフトウェア) 

同左 

  ③ 投資その他の資産(長期前払費用) 

    均等償却 

  ③ 投資その他の資産(長期前払費用) 

同左 

 (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、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

 (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、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

（追加情報） 

    当連結会計年度における事業戦略の見直しを契

機に、近年の当業界における貸倒引当金計上方針

の変化に対応し、財務体質の更なる強化と資産内

容の一層の健全化をめざし、割賦売掛金等営業債

権に係る貸倒償却並びに債務者区分及び貸倒引

当率を見直した結果、大幅な貸倒引当金の積み増

しを行っております。 

  ② 賞与引当金 

    従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を

計上しております。 

  ② 賞与引当金 

同左 

   ③ 利息返還損失引当金 

    将来の利息返還による損失に備えるため、債務

者等から利息制限法の上限金利を超過して支払

った利息の返還請求があるが和解に至っていな

いもの及び過去の返還実績を踏まえ、かつ 近の

返還状況を考慮し、返還見込額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

    「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済

規定の適用に係る 高裁判決を踏まえた消費者

金融会社等における監査上の留意事項について」

（日本公認会計士協会 平成18年3月15日 リサー

チ・センター審理情報No.24）が公表され、その

重要性が増したことから、当連結会計年度より利

息返還損失引当金を流動負債として計上してお

ります。 
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、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。 

    会計基準変更時差異(4,742百万円)については、

退職給付信託の設定により2,304百万円を費用処

理するとともに、残額については5年による按分額

を費用処理しております。 

    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

    数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10

年)による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 

  ④ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、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。 

    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

    数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10

年)による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。 

    また、為替予約が付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理を行っております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例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 

     デリバティブ取引(金利スワップ取引及び為

替予約取引) 

    ヘッジ対象 

     キャッシュ・フローが固定されその変動が回

避されるもの及び相場変動等による損失の可

能性があり、相場変動等が評価に反映されてい

ないもの 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

     デリバティブ取引(金利スワップ取引) 

    ヘッジ対象 

     キャッシュ・フローが固定されその変動が回

避されるもの 

  ③ ヘッジ方針 

    当社グループは、借入金の為替及び金利変動リ

スクの軽減、資金調達コストの低減を目的に通貨

及び金利に係るデリバティブ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っておりま

す。 

  ③ ヘッジ方針 

    当社グループは、借入金の金利変動リスクの軽

減、資金調達コストの低減を目的に金利に係るデ

リバティブ取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    金利スワップは、特例処理の要件を満たしてお

りますので、有効性の判定を省略しております。

    また、為替予約の締結時にリスク管理方針に従

って同一通貨、同一金額及び同一期日の為替予約

を振り当てているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されており、その判

定をもって有効性の判断に代えております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    金利スワップは、特例処理の要件を満たしてお

りますので、有効性の判定を省略しております。
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 収益の計上基準 

    収益の計上基準は期日到来基準とし、次の方法

によっております。 

    総合あっせん 

     残債方式及び7・8分法 

    個品あっせん 

     7・8分法 

    信用保証 

     残債方式及び7・8分法 

    融資 

     残債方式及び7・8分法 

(注)計上方法の主な内容は次のとおりでありま

す。 

    7・8分法 

手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日

到来のつど積数按分額を収益に計上する方法

    残債方式 

元本残高に対して一定率の料率で手数料を算

出し、期日到来のつど手数料算出額を収益に

計上する方法 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 収益の計上基準 

   イ 顧客手数料 

    収益の計上基準は期日到来基準とし、次の方法

によっております。 

    総合あっせん 

     残債方式及び7・8分法 

    個品あっせん 

     7・8分法 

    信用保証 

     残債方式、7・8分法及び保証契約時に計上 

    融資 

     残債方式及び7・8分法 

(注)計上方法の主な内容は次のとおりでありま

す。 

    7・8分法 

手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日

到来のつど積数按分額を収益に計上する方法

    残債方式 

元本残高に対して一定率の料率で手数料を算

出し、期日到来のつど手数料算出額を収益に

計上する方法 

   ロ 加盟店手数料 

    加盟店との立替払契約履行時に計上しておりま

す。 

（会計処理方法の変更） 

   １．総合あっせん部門及び個品あっせん部門にお

ける収益の計上基準については、従来、期日到

来基準に基づく７・８分法を採用しておりまし

たが、債権の良質化を図るための信用調査関連

費用、加盟店の販売促進に係る費用負担等、取

扱時に発生する費用が増加傾向にあり、当該費

用を取扱時に加盟店から収受する手数料と対

応させることが適当であると判断されるに至

ったことから、期間損益計算の一層の適正化を

図るため、当連結会計年度において、加盟店手

数料について取扱時に収益を計上する方法に

変更いたしました。 

     この変更により、従来の方法によった場合に

比べて、営業収益、営業利益及び経常利益は

各々1,063百万円増加し、税金等調整前当期純

利益は、8,125百万円増加しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

    ２．信用保証部門の契約時に保証料を一括受領す

る業務の収益計上基準は、期日到来基準に基づ

く７・８分法を採用しておりましたが、金融機

関との提携による住宅ローンの保証業務を取

りやめることを決定したのを機に、信用保証割

賦売掛金以外の保証業務に係る費用の構成内

容を検討したところ、取扱以降の回収費用等の

発生費用が相対的に少なく、受付調査や信用調

査等の費用が取扱時に集中して発生すること

から、費用と収益の合理的な対応を図るため、

当連結会計年度より将来発生する費用等の見

積額を控除し、取扱時に収益を計上する方法に

変更いたしました。 

     この変更により、従来の方法によった場合に

比べて、営業収益、営業利益及び経常利益は

各々1,581百万円減少し、税金等調整前当期純

利益は、7,101百万円増加しております。 

  ② 消費税等の会計処理 

    税抜方式によっております。なお、資産に係る

控除対象外消費税等については、投資その他の資

産「その他」に含めて計上し、5年間で均等償却を

行っております。 

  ② 消費税等の会計処理 

同左 

 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法によっております。 

 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

 6 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は、5年間で均等償却しております。

 6 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

 7 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、当該連結会計年度中に確定し

た連結会社の利益処分に基づいて作成しております。

 7 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

 8 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 8 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 

 

会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。これによる税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

――――― 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

（連結損益計算書） 

  特別損失に区分掲記しておりました「固定資産売却

及び除却損」は、特別損失の総額の100分の10以下と

なったため、「その他」に含めて表示することといた

しました。なお、当連結会計年度における当該金額は、

37百万円であります。 

――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示しておりました「資産流動化受益債権の増

加額」は、金額の重要性が高まったため、当連結会計

年度において区分掲記することといたしました。な

お、前連結会計年度における「その他」に含まれてい

る「資産流動化受益債権の減少額」は597百万円であ

ります。 

 

――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 1,109百万円
 

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 1,291百万円
 

※2 担保に供している資産 

 (1) 担保資産 

科目 金額(百万円)

割賦売掛金 282,991

投資有価証券 12,275

計 295,267
 

※2 担保に供している資産 

 (1) 担保資産 

科目 金額(百万円)

割賦売掛金 154,961

投資有価証券 9,814

計 164,775
 

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 12,640

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

302,444

計 315,084

  

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 4,000

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

170,846

計 174,846
 

※3 有形固定資産の減価償却累計額は8,211百万円であ

ります。 

※3 有形固定資産の減価償却累計額は8,493百万円であ

ります。 

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 64,489

個品あっせん 406,914

融資 160,133

その他 26

計 631,564

  

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 69,159

個品あっせん 347,488

融資 147,960

その他 30

計 564,638
 

※5 割賦利益繰延 

部門 
前連結会計
年度末残高 
(百万円) 

当連結会計
年度受入額 
(百万円) 

当連結会計
年度実現額
(百万円)

当連結会計
年度末残高
(百万円)

総合あっせん 564 10,996 10,995
565
(139)

個品あっせん 34,432 28,888 32,610
30,710
(5,455)

信用保証 21,079 12,768 14,216
19,631

(16)

融資 482 30,947 30,848
582
(―)

計 56,558 83,601 88,670
51,489
(5,611)

(注) 当連結会計年度末残高の( )内の金額は内書であ

り、加盟店手数料等であります。 

※5 割賦利益繰延 

部門 
前連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度受入額 
(百万円) 

当連結会計
年度実現額 
(百万円) 

当連結会計
年度末残高
(百万円)

総合あっせん 565 12,403 12,484 484

個品あっせん 30,710 25,734 38,507 17,936

信用保証 19,631 15,979 22,327 13,283

融資 582 37,590 37,624 548

計 51,489 91,707 110,944 32,252

 

※6 固定化営業債権 

   財務諸表等規則第32条第1項第10号に規定される

破産債権、再生債権、更生債権これらに準ずる債権

であります。 

※6 固定化営業債権 

同左 
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前連結会計年度 

(平成17年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

※7 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通株

式98,678千株であります。 

※7 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は、普通株

式98,678千株であります。 

※8 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行って

おります。 

   なお、再評価差額については、税金相当額を「再

評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月

31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動

産鑑定士の鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

155百万円 

 

※8 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行って

おります。 

   なお、再評価差額については、税金相当額を「再

評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

   再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月

31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動

産鑑定士の鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

40百万円 

 
※9 連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並び

に関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式2,547千株であります。 

※9 連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並び

に関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式2,617千株であります。 

 10 割賦売掛金を流動化した残高は89,124百万円であ

ります。 

 10 割賦売掛金を流動化した残高は136,606百万円で

あります。 

(貸出コミットメント) 

   連結財務諸表提出会社は、クレジットカードに附

帯するキャッシング及びカードローンによる融資業

務を行っております。当該業務における貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は1,818,870百万円

であります。 

   なお、当該業務は、融資実行されずに終了するも

のもあり、また、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を停止する旨の条項が付

されておりますので、貸出未実行残高そのものが必

ずしも連結財務諸表提出会社の将来のキャッシュ・

フローに影響を及ぼすものではありません。 

(貸出コミットメント) 

   連結財務諸表提出会社は、クレジットカードに附

帯するキャッシング及びカードローンによる融資業

務を行っております。当該業務における貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は2,050,910百万円

であります。 

   なお、当該業務は、融資実行されずに終了するも

のもあり、また、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を停止する旨の条項が付

されておりますので、貸出未実行残高そのものが必

ずしも連結財務諸表提出会社の将来のキャッシュ・

フローに影響を及ぼすものではありません。 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が連結財務諸表提出会社の

業務提携先から受けた融資もしくは商品購入代金に

係る債務について、一般顧客に対し債務保証する業

務)に対するもの 

 759,344百万円 
 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が連結財務諸表提出会社の

業務提携先から受けた融資もしくは商品購入代金に

係る債務について、一般顧客に対し債務保証する業

務)に対するもの 

 706,863百万円 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
391,645
(389,460)

個品あっせん 
460,341
(441,612)

信用保証 
492,487
(489,101)

融資 
166,719
(137,223)

その他 721,273

計 2,232,467

 (注) 1 (  )内の金額は元本取扱高であります。 

2 信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は

84,845百万円であります。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
433,760
(431,603)

個品あっせん 
444,380
(421,853)

信用保証 
587,716
(580,064)

融資 
200,236
(169,020)

その他 832,623

計 2,498,717

 (注) 1 (  )内の金額は元本取扱高であります。 

2 信用保証のうち、極度貸し貸付の保証残高は

78,305百万円であります。 

※2        ――――― ※2 土地及び建物（建物附属設備を含む）の売却によ

るものであります。 

※3 貸倒引当金繰入額が3百万円含まれております。 ※3        ――――― 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 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 34,754百万円

流動資産のその他(短期貸付金)勘定 14,999百万円

現金及び現金同等物 49,754百万円

  

 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 34,632百万円

流動資産のその他(短期貸付金)勘定 9,962百万円

現金及び現金同等物 44,595百万円
 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

1 その他有価証券で時価のあるもの 
 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(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 

  

  株式 11,628 24,769 13,140 11,595 29,678 18,083

小計 11,628 24,769 13,140 11,595 29,678 18,083

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

  株式 1,506 1,268 △237 1,491 1,316 △174

小計 1,506 1,268 △237 1,491 1,316 △174

合計 13,134 26,037 12,903 13,086 30,995 17,908

 

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券 
 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

売却額(百万円) 735 3,237 

売却益の合計額(百万円) 570 2,016 

売却損の合計額(百万円) ― ― 

 

3 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

区分 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 4,844 5,264 

合計 4,844 5,264 

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 1 採用している退職給付制度の概要 

  連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、確定給付

型の制度として規約型確定給付企業年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

  なお、連結財務諸表提出会社では、規約型確定給付

企業年金制度及び退職一時金制度において、退職給付

信託を設定しております。 

  また、連結財務諸表提出会社は、平成16年4月1日付

で、厚生労働大臣より厚生年金基金制度から規約型確

定給付企業年金制度への移行の認可を受けており、同

日付で適格退職年金制度についても規約型確定給付企

業年金制度へ移行しております。 

 

 1 採用している退職給付制度の概要 

  連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、確定給付

型の制度として規約型確定給付企業年金制度及び退職

一時金制度を設けております。 

  なお、連結財務諸表提出会社では、規約型確定給付

企業年金制度及び退職一時金制度において、退職給付

信託を設定しております。 

  また、連結財務諸表提出会社は、平成16年4月1日付

で、厚生労働大臣より厚生年金基金制度から規約型確

定給付企業年金制度への移行の認可を受けており、同

日付で適格退職年金制度についても規約型確定給付企

業年金制度へ移行しております。 

 

 2 退職給付債務に関する事項 

(単位 百万円)

①退職給付債務 △13,783

②年金資産(退職給付信託を含む) 10,860

③未積立退職給付債務(①＋②) △2,922

④未認識数理計算上の差異 2,742

⑤未認識過去勤務債務(債務の減額)(注) △280

⑥連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④＋⑤) 
△460

⑦前払年金費用 2,407

⑧退職給付引当金(⑥－⑦) △2,868

 (注)   当連結会計年度においては、平成16年4月1日

付で連結財務諸表提出会社の厚生年金基金制

度及び適格退職年金制度から規約型確定給付

企業年金制度へ移行したことにより、過去勤務

債務が発生しております。 

 2 退職給付債務に関する事項 

(単位 百万円)

①退職給付債務 △15,600

②年金資産(退職給付信託を含む) 17,345

③未積立退職給付債務(①＋②) 1,745

④未認識数理計算上の差異 1,663

⑤未認識過去勤務債務(債務の減額) △235

⑥連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④＋⑤) 
3,173

⑦前払年金費用 3,173

⑧退職給付引当金(⑥－⑦) ―

  

 3 退職給付費用に関する事項 

(単位 百万円)

①勤務費用 690

②利息費用 324

③期待運用収益 △210

④会計基準変更時差異の費用処理額 487

⑤数理計算上の差異の費用処理額 381

⑥過去勤務債務の費用処理額(注) △45

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 1,627

 (注)  「2 退職給付債務に関する事項」(注)に記載

の過去勤務債務に係る費用処理額が含まれて

おります。 

 3 退職給付費用に関する事項 

(単位 百万円)

①勤務費用 730

②利息費用 344

③期待運用収益 △243

④数理計算上の差異の費用処理額 392

⑤過去勤務債務の費用処理額 △45

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 1,178
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前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.5％ 

③期待運用収益率 主として2.5％

④過去勤務債務の額の処理年数 10年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数

による定額法) 

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年 

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定年数による定額法によりそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。) 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 5年 
 

 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 同左 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 同左 

④過去勤務債務の額の処理年数 

 

 

同左 

⑤数理計算上の差異の処理年数 

 

 

 

同左 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳              (単位 百万円)

(繰延税金資産) 
退職給付引当金 1,119

賞与引当金 695

投資有価証券（みなし配当） 648

貸倒償却 240

未払事業税 155

繰越欠損金 35

減価償却費損金算入限度超過額 27

その他 308

  繰延税金資産小計 3,230

評価性引当額 △675

  繰延税金資産合計 2,555
(繰延税金負債) 
その他有価証券評価差額金 △5,233

退職給付信託設定益 △703

貸与資産減価償却費調整額 △429

その他 △70

  繰延税金負債合計 △6,437

  繰延税金資産（負債）の純額 △3,882

 
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
  流動資産－繰延税金資産 1,208

  固定負債－繰延税金負債 △5,091
 

 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳              (単位 百万円)

(繰延税金資産) 
貸倒償却 1,163

退職給付引当金 1,018

賞与引当金 652

投資有価証券（みなし配当） 648

利息返還損失引当金 244

繰越欠損金 210

未払事業税 55

減価償却費損金算入限度超過額 28

その他 354

  繰延税金資産小計 4,376

評価性引当額 △648

  繰延税金資産合計 3,728
(繰延税金負債) 
その他有価証券評価差額金 △7,263

退職給付信託設定益 △1,960

貸与資産減価償却費調整額 △331

その他 △71

  繰延税金負債合計 △9,627

  繰延税金資産（負債）の純額 △5,899

 
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
  流動資産－繰延税金資産 2,466

  固定資産－繰延税金資産 0

  固定負債－繰延税金負債 △8,365
 

 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(単位 ％)
法定実効税率 40.6

 (調整) 

 交際接待費等永久に損金に算入されない項目 1.1

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △16.0

 住民税均等割 2.2

 評価性引当額 13.4

 税額控除 △3.6

 その他 △1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.3

  

 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

(単位 ％)
法定実効税率 40.6

 (調整) 

 交際接待費等永久に損金に算入されない項目 8.6

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △8.1

 住民税均等割 19.7

 税額控除 △0.6

 持分法による投資利益 △7.1

 連結調整勘定償却額 △7.0

 その他 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日) 

全セグメントの売上高(営業収益)の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「信

販事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日) 

海外売上高(営業収益)は、連結売上高(営業収益)に占める割合が10％未満であるため、海外売上高(営業

収益)の記載を省略しております。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日) 

該当事項はありません。 

 

(1株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

1株当たり純資産額 556円61銭
 

1株当たり純資産額 582円77銭
 

1株当たり当期純利益 32円97銭

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。

1株当たり当期純利益 3円02銭

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株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

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

当期純利益 3,205百万円 303百万円

普通株主に帰属しない金額 34百万円 14百万円

(うち利益処分による役員賞与金) (34百万円) (14百万円)

普通株式に係る当期純利益 3,170百万円 289百万円

普通株式の期中平均株式数 96,153,853株 96,095,660株

 


