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平成19年3月期決算の概要（連結）

取扱高は、2兆5,919億円、932億円（3.7%）の増加。
営業収益は、1,064億円となり、堅調なカード事業を中心に、3期連続、2億円（0.2%）の増収。
経常利益は、88億円となり、利息返還損失引当金の積み増し等の影響により、過去最高益の
134億円であった前期から、45億円（33.7％）の減益。
特別利益は、投資有価証券売却益などで61億円を計上。
特別損失は、利息返還損失引当金繰入額などで121億円を計上。
（なお、前期の346億円は、貸倒引当金計上基準の強化によるもの。）
これらの結果、当期純利益は、前期から15億円増の18億円を確保。

（単位：億円）

平成19年3月期 平成18年3月期

実績 増減額 増減率 実績

取 扱 高 25,919 932 3.7% 24,987

営 業 収 益 1,064 2 0.2% 1,061

経 常 利 益 88 ▲ 45 ▲ 33.7% 134

特 別 利 益 61 ▲ 156 ▲ 71.7% 217

特 別 損 失 121 ▲ 224 ▲ 65.0% 346

当 期 純 利 益 18 15 504.5% 3

前年同期比
連　結
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平成19年3月期決算の概要（単体）

取扱高は、2兆5,860億円、931億円（3.7%）の増加。
営業収益は、1,008億円となり、平成9年3月期からの10期連続増収から、3億円（0.3%）の微減収。
経常利益は、89億円となり、利息返還損失引当金の積み増し等の影響により、過去最高益の131億
円であった前期から、42億円（32.3％）の減益。
特別利益は、投資有価証券売却益などで、61億円を計上。
特別損失は、利息返還損失引当金繰入額などで、121億円を計上。
（なお、前期の346億円は、貸倒引当金計上基準の強化によるもの。）
これらの結果、当期純利益は、前期から18億円増の19億円を確保。

（単位：億円）

平成19年3月期 平成18年3月期

実績 増減額 増減率 実績

取 扱 高 25,860 931 3.7% 24,929

営 業 収 益 1,008 ▲ 3 ▲ 0.3% 1,011

経 常 利 益 89 ▲ 42 ▲ 32.3% 131

特 別 利 益 61 ▲ 155 ▲ 71.6% 217

特 別 損 失 121 ▲ 224 ▲ 65.0% 346

当 期 純 利 益 19 18 ― 0

前年同期比
単　体
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キャッシュ・フロー計算書（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、
(１)債権流動化を実施したこと、
(２)良質債権の確保や加盟店採算
等を重視し、売上債権を厳選したこ
と等により、686億円増加。

投資活動によるキャッシュ・フローは、
投資有価証券の売却等により、13
億円増加。

財務活動によるキャッシュ・フローは、
債権の流動化や提携ローンの活用
により、有利子負債のさらなる圧縮
を図ったことにより、469億円減少。

この結果、当期における連結ベース
の現金及び現金同等物は、前期末
から231億円の増加となった。

(単位：億円）

平成19年 平成18年

3月期実績 3月期実績

686 364

税金等調整前当期純利益 29 5

減価償却費 53 45

貸倒引当金の増加額 18 ▲ 239

利息返還損失引当金の増加額 130 6

売上債権の減少額 521 943

資産流動化受益債権の増加額 ▲ 67 ▲ 178

割賦利益繰延の減少額 ▲ 45 ▲ 192

その他 47 ▲ 26

13 ▲ 58

▲ 469 ▲ 358

677 445

 財務活動によるキャッシュ・フロー

 現金及び現金同等物

連　結

 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
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利息返還損失引当金について

18年3月期

19年3月期期首 121億円

19年3月期中間 109億円

19年3月期末 136億円

利息返還損失引当金

27億円積み増し

6

億

円

6

億

円
特別損失115億円

19年3月期上期 19年3月期下期 計

貸 付 金 充 当 額 6 9 16

現 金 返 還 額 5 5 11

計 11 15 27

報告第37号に基づき、平成19年3月期の期首に将来発生見込額121億円を合理的に見積り、平成18年3月
期の期末残6億円との差額115億円を、中間期において特別損失に計上。
期末において、直近の返還発生実績を鑑み、利息返還損失引当金中間期109億円に対し、27億円積み増し。
当期の年間利息返還損失発生額は27億円。これに対し、136億円を引当て、5年分を手当て済。

趣旨：過去の利息返還額の発生状況を分析し将来の利息返還損失額を合理的に見積もった上で、引当金を一括計上する。

中間：現金返還分と貸付金充当分を対象として、利息返還損失の将来発生見込額を合理的に見積り、期首に一括して引当金計上。

期末：直近の返還発生実績を鑑み、より保守的に将来発生見込額を見積り、利息返還損失引当金を洗い替え処理により積み増し。

平成18年10月13日 日本公認会計士協会 公表

業種別委員会報告第37号

消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い

年間利息返還損失発生額
(単位：億円)

５年分を引当金計上
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取扱高の状況（単体）

総取扱高は2兆5,860億円、前期比3.7％の増加。
平成7年3月期から13期連続の増加と、引き続き堅調に推移。

カード事業は、9.4%増と好調であった。とくにカードショッピング（総合あっせん）は、カード決済
の日常生活への浸透や、稼働率の向上により大きく増加した。一方、キャッシング・ローンカー
ド（融資）については慎重に対応した。

クレジット事業は、割賦販売法の見直し機運の高まり、「特定商取引に関する法律」の規制強
化への対応もあり、全体では前期比8.9％減と軟調に推移。
ただし、テレビショッピングや通信販売、外車や軽自動車の販売は堅調に推移。

その他事業は、地方自治体から請け負った集金代行業務が拡大したことにより大きく増加。

（単位：億円） （単位：億円）

平成19年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成18年3月期

実績 増減額 増減率 実績 実績 増減額 増減率 実績

総合あっせん 4,962 625 14.4% 4,337 10,343 887 9.4% 9,456

個品あっせん 4,096 ▲ 347 ▲ 7.8% 4,443 クレジットカード 10,052 883 9.6% 9,168

信用保証 5,822 ▲ 57 ▲ 1.0% 5,879 ローンカード 290 3 1.3% 287

融資 1,981 ▲ 20 ▲ 1.0% 2,002 5,382 ▲ 523 ▲ 8.9% 5,905

その他 8,997 732 8.9% 8,265 ショッピングクレジット 2,700 ▲ 358 ▲ 11.7% 3,059

合計 25,860 931 3.7% 24,929 オートローン 2,681 ▲ 164 ▲ 5.8% 2,846

10,135 567 5.9% 9,567

25,860 931 3.7% 24,929

前年同期比前年同期比

その他事業（集金代行他）

事業別取扱高部門別取扱高

カード事業

クレジット事業

合計
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営業収益の状況（単体）

（単位：億円）

平成19年3月期 平成18年3月期

実績 増減額 増減率 実績

総合あっせん 132 8 6.8% 123

個品あっせん 263 ▲ 52 ▲ 16.6% 315

信用保証 141 4 3.5% 136

融資 407 31 8.4% 376

その他 64 4 7.7% 59

合計 1,008 ▲ 3 ▲ 0.3% 1,011

前年同期比
部門別営業収益

営業収益は、1,008億円となり、平成9年3月期からの10期連続増収から、3億円（0.3%）の
微減収。ただし、債権流動化による影響額を考慮すれば、実質3.6％の増収。

カード事業は、クレジットカードの取扱高の増加や、ローンカード残高の増加に伴い、前期比
11.3％増と堅調に推移。

クレジット事業は、呉服やリフォームといった業種を中心に取扱いが大幅に減少したことから、
前期比3.6％減と軟調に推移。

（単位：億円）

平成19年3月期 平成18年3月期

実績 増減額 増減率 実績

540 54 11.3% 485

クレジットカード 448 42 10.4% 406

ローンカード 91 12 16.1% 78

341 ▲ 12 ▲ 3.6% 353

ショッピングクレジット 232 ▲ 11 ▲ 4.6% 243

オートローン 108 ▲ 1 ▲ 1.2% 109

128 ▲ 7 ▲ 5.4% 135

1,009 34 3.6% 974

▲ 0 ▲ 38 ▲ 101.2% 37

1,008 ▲ 3 ▲ 0.3% 1,011

前年同期比

カード事業

クレジット事業

　　債権流動化影響額

事業別営業収益

その他事業（集金代行他）

小計（債権流動化影響前）

合計
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カード事業の状況（クレジットカード）

有効会員の状況

800

810

820

830

840

850

860

（単位：
万人） 32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

会員数 837 849

稼働率 33.8% 36.8%

H18.3 H19.3

カード会員の増加および稼働率の大幅向上、
ならびにキャッシング残高の増加によって、
営業収益は順調に増加。

会員獲得＆稼動策：
タレントのオセロを起用したCM展開。
カードポイントプログラム｢ワンダフルプレゼント21 ｣を
リニューアル （有効期間を3年間に延長、利用額に
より翌年のポイント換算率が最大50％アップ）。

電力など公金分野でのカード支払いの促進。

ＣＦＩＣＳ活用による利用促進策の積極展開。

キャッシング残高の状況

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

（単位：
億円）

キャッシング残高 1,137 1,181

H18.3 H19.3

クレジットカード営業収益

300

350

400

450

（単位：
億円）

流動化影響額 19 6

営業収益 406 448

H18.3 H19.3

   (合計値）　　　　　     　　（426）　　　　　　　　   　（455）
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カード事業の状況（ローンカード）
ローンカード残高の状況

300

320

340

360

380

400

（単位：
億円）

ローン残高 365 396

H18.3 H19.3

過払利息返還請求への対応や、それに関連す
る債務整理の影響もあり、与信における厳格
化を進めるなど、足元は慎重な対応。

一方、多様な顧客ニーズに対応すべく「CF VIP 
LOAN CARD」を発売し、これまでにない新しい
顧客層を開拓するなど、優良顧客による利用
促進策の実施により、ローンカード残高、営業
収益は順調に増加。

ローンカード会員の状況

30

40

50

60

70

80

（単位：
万人）

会員数 73 69

H18.3 H19.3

ローンカード営業収益

50

60

70

80

90

100

（単位：
億円）

流動化影響額 0 0

営業収益 78 91

H18.3 H19.3
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クレジット事業の状況（ショッピング）

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は堅調に推移。
業務の効率化や個人情報保護の強化に向けて、信販業界で初と
なる「デジタルペン」によるクレジットの申し込みを開始

ショッピングクレジット取扱高

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（単位：
億円）

取扱高 3,059 2,700

H18.3 H19.3

ショッピングクレジット営業収益

100

150

200

250

（単位：
億円）

流動化影響額 11 5

営業収益 243 227

H18.3 H19.3

 232

  -5

    (合計値）　　　　　　　　　　　255　　　　　　　　　　　 227
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クレジット事業の状況（オートローン）

外車や軽自動車販売については、比較的堅調に推移。
スズキファイナンス株式会社をはじめ、提携先が運営するオートローン事
業に対する保証業務が堅調。
提携ローンの推進（有利子負債の圧縮及び、資金調達方法の多様化を
推進）。

オートローン取扱高

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

（単位：
億円）

取扱高 2,846 2,681

H18.3 H19.3

オートローン営業収益

40

80

120

（単位：
億円）

流動化影響額 6 2

営業収益 109 106

H18.3 H19.3

108

-2

  （合計値）                   116                   106
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その他事業の状況

集金代行
官公庁や自治体との提携を引き続き積極
的に推進。
（県税・水道料金の収納など）

銀行無担保ローン保証
全国の営業店網を生かし、地方銀行・信用
金庫・信用組合など地方金融機関との取
引を積極推進。

その他
住宅ローン保証業務からは撤退済み。

県税（自動車税）
〈17年度〉愛知県、宮城県
〈18年度〉新潟県、兵庫県

集金代行 提携済の官公庁・自治体

官公庁
財務局・国税庁など

その他事業営業収益

0

50

100

150

（単位：
億円）

集金代行 32 31

ローン保証 50 48

その他 52 48

H18.3 H19.3

（合計値）                 135                          128
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経費の状況

人件費は、効率化の推進により、パー
ト・人材派遣の費用を抑制した結果1
億円（0.9％）減少。

一般経費は、販売促進費、印刷費など
の削減に努めたが、電算機費やカードポ
イントに係る費用の増加などがあり、結
果5億円（1.7％）増加。

人件費

150

175

200

225

（単位：
億円）

人件費 217 215

H18.3 H19.3

一般経費

250

300

350

400

（単位：
億円）

一般経費 349 354

H18.3 H19.3
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営業債権の状況（延滞状況）（単体）

平成17年度中間期に延滞債権の貸倒引当の強化を実施した。

平成18年度より回収見込額をより保守的に算出しており、その分引当金により
保全をはかっている。

平成19年3月末の未保全額は54億円、総債権残高に占める割合は0.3％と
なっている。

（単位：億円）

平成18年3月 延滞債権残高 引当金 担保･回収見込み 保全率 未保全額

3ヶ月以上6ヶ月未満 53 16 ―　 ―　 37

6ヶ月以上 178 139 38 100.0% 0

破綻債権 82 39 43 100.0% 0

延滞債権合計 314 195 81 37

平成19年3月 延滞債権残高 引当金 担保･回収見込み 保全率 未保全額

3ヶ月以上6ヶ月未満 77 23 ―　 ―　 54

6ヶ月以上 195 180 15 100.0% 0

破綻債権 82 36 45 100.0% 0

延滞債権合計 355 240 60 54
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ネット延滞債権残高/貸倒関連費用

H19.3末のネット延滞債権額は115億
円。

H18.3末以降、大幅に減少して推移し
ている。

平成17年度中間期で実施した、延滞債
権に対する引当金の抜本的強化以降、
貸倒関連費用はおおむね200億円程度
で推移している。

ネット延滞債権額(単体）の推移

0

100

200

300

400

500

600

（単位：
億円）

ネット延滞債権 525 118 115

H17.3 H18.3 H19.3

貸倒関連費用（単体）の推移

150

200

250

300

（単位：
億円）

貸倒関連費用 283 209 211

H17.3 H18.3 H19.3
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財務体質の強化（連結）

有利子負債は圧縮方針を継続、一方債権流動化や提携ローンによる
ショッピングクレジット・オートローンの取扱を進め、資金調達の多様化に努
めた。

自己資本額は前期に比べ減少したものの、NｅｔDERは前期より改善され、
約8倍となった。

自己資本（連結）の状況

200

300

400

500

600

（単位：
億円） 3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

自己資本額 535 559 511

自己資本比率 4.7% 4.7% 4.2%

H17.3 H18.3 H19.3

有利子負債（連結）の状況

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

（単位：
億円）

7倍

8倍

9倍

10倍

11倍

純有利子負債額 5,327 5,028 4,336

NetDER 10 9 8

H17.3 H18.3 H19.3

平成19年4月27日に発表致しました第三者割当増資につきましては、同

5月14日に総額192億円の払込が完了いたしております。前期末の自己

資本額に同金額を含めますと、当社の自己資本比率は5.7％となります。
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平成19年3月期のトピックス②平成19年3月期のトピックス①

CFカードポイントプログラム「ワンダフルプレゼント21」

をリニューアル

・ポイント有効期限延長（最長3年）

・ステージ制の導入

H18.6.30

横浜FCとスポンサー契約締結

H18.8.31

横浜FCを応援するカード「YOKOHAMA FC SUPPORTERS CARD」発行

　　（試合ご招待キャンペーン実施）

H19.3.5
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平成19年3月期のトピックス②

H18.10.30 低金利大型ローンカード「CF VIP LOAN CARD」を発売

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

ＣＦ

解析&保存サーバ

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

ＣＦ

解析&保存サーバ

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

クライアント企業

ＣＦ

解析&保存サーバ

ＣＦ

解析&保存サーバ

平成19年3月期のトピックス②
H18.8.15 デジタルペンシステムを導入し、新クレジット申込システムを構築

H18.9.25 ＱＵＩＣＰａｙの発行・取扱を開始



©2007 Central Finance Co., Ltd. 19

平成19年3月期のトピックス③

H18.3.28 中央三井信託銀行との業務提携

H18.3.29 (株)モレラCDと提携し、「モレラカード｣を発行開始

H18.3.30 ガソリンスタンド全国展開の株式会社一光と提携カードを発行

H18.3.31 スズキ株式会社の販売金融子会社と保証事業で提携

H18.6.30 不正検知システムFalconを強化（「ファルコン拡張ルール」を導入）

H18.7.13 CFカードの入会促進・利用促進キャンペーンにサンリオ「マイメロディ」を採用

H18.8.31 株式会社新出光と提携カードを発行（『IDEX CLUB CF JCBカード』リニューアル）

H18.10.19 九州電力と「電気料金クレジットカード支払い」開始

H18.10.31 「二輪車ETC車載器リース制度」助成適用商品「CF ETC ソリューションパック」の取扱開始

H18.11.1 ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹにてポイント一体型ＩＣカードの発行開始

H18.11.15 CFカード会員向け新優待割引サービス「シーエフクラブオフ」開始

H18.12.14 東京ガスと「ガス料金クレジットカード支払い」開始

H19.1.24 「公金クレジット決済協議会」に正式参加
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今後の見通し（連結）

平成20年3月期の営業収益は、1,062億円を見込んでおります。
平成20年3月期の経常利益は、44億円を見込んでおります。
平成20年3月期の当期純利益は、26億円を見込んでおります。
平成20年3月期の配当につきましては、年間9円を予定しております。
現在、平成19年4月27日に発表致しました「当社、三井住友フィナンシャ
ルグループ、三井物産によるコンシューマーファイナンス事業における戦略
的提携」を踏まえた中期経営計画を策定中であります。これにつきましては、
決定次第、公表致します。

（単位：億円）

平成20年3月期 平成19年3月期

予想 増減額 増減率

営 業 収 益 （億円） 1,062 ▲ 2 ▲ 0.2% 1,064

経 常 利 益 （億円） 44 ▲ 44 ▲ 50.5% 88

当 期 純 利 益 （億円） 26 7 41.5% 18

Ｅ Ｐ Ｓ （円） 20 1 6.3% 19

1 株 当 り 配 当 金 ( 単 体 ） （円） 9 0 － 9

平成19年3月期からの
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セントラルファイナンス、三井住友フィナンシャルグループ、及び三井物産によるコンシューマーファイナンス事業における戦略的提携について

戦略的提携の背景

規制環境の強化

貸金業法の改正
- 上限金利の引き下げ
- 総量規制の導入
割賦販売法の見直し
利息返還請求の問題

顧客ニーズの多様化

顧客のライフスタイルの多様化
クレジットカード利用の増加とショッ
ピングクレジット市場の成熟化
情報技術の発達に伴う決済手段の
多様化（電子マネー、インターネット
決済等）

競争環境の変化

業界再編の加速
- 大手カード会社を中心とした
寡占化の進行

- 異業種企業の参入

その他の経営環境の変化

情報システム投資の増大
金利上昇による資金調達コストの
増大

激変する経営環境のもと以下の戦略的目標の達成
①提携先とのシナジーを発揮したトップラインの拡大

②自己資本の増強による財務体質の強化

③経営の効率化によるコスト削減

信販・カード業界が直面する経営環境の急激な変化

信販・カード業界を
とりまく経営環境

の変化
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セントラルファイナンス、三井住友フィナンシャルグループ、及び三井物産によるコンシューマーファイナンス事業における戦略的提携について

戦略的提携の意義及び全体像
セントラルファイナンスを中心としたメガバンク及び大手総合商社の戦略的提携

持続的成長力のある信販持続的成長力のある信販・カード・カード会社へ会社へ

三井住友フィナンシャルグループと三井物産の広範な法人・個人顧客基盤を通じた、市場におけるプレゼンスの拡大

カード会員、加盟店向けサービスの強化カード会員、加盟店向けサービスの強化

システムプロセシング業務の効率化システムプロセシング業務の効率化

ショッピングクレジット市場における業界NO.１の地位確立ショッピングクレジット市場における業界NO.１の地位確立

安定的、かつ効果的な資金調達安定的、かつ効果的な資金調達

中部圏を基盤とした
大手クレジット会社
大手加盟店から地元
有力企業までの幅広
いネットワーク
コンシューマーファイ
ナンス事業における
豊富な品揃え

大手総合商社
幅広い事業領域、多様な取引と決済
子会社・関連会社・取引先等のネット
ワーク

財務安定性の
強化

WIN-WINの
シナジー効果

三井物産の顧客基盤・商社機能

＜顧客基盤＞
・コンシューマー、ＩＴ、メディア、物流
等、国内外における幅広いネット
ワーク

＜商社機能＞
・情報調査･収集･分析力
・新規事業開発力
･投資機能

･リスクマネジメント機能

圧倒的な法人・リテール顧客基盤
安定的かつ多様な形態による資
金提供

高い商品力とブランド力

高いショッピングクレジット取引高

三井住友銀行の顧客基盤

• 三井住友グループの総合金融
サービス（決済ビジネス、ファク
タリング、ファイナンス）
• 2,600万人の個人顧客基盤

カード発行枚数：約860万枚
ショッピングクレジット件数：
約150万件

（平成18年9月末時点）
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三井住友フィナンシャルグループ及び三井物産との戦略的資本提携を通じた
財務基盤の強化・戦略投資への対応

メガバンクグループ、
大手総合商社との
資本提携による

積極的な事業展開

普通株式
約77.1億円（10.0%）

新株予約権付社債
116.0億円

普通株式
約77.1億円（10.0%）

新株予約権付社債
79.0億円

普通株式の取得
75億円

普通株式
約37.7億円（4.9%）

業界の垣根を越えた広範囲な事業展開の実施
長期的な協働関係の構築
M&A・システム投資
自己資本の充実

（注）新株予約権付社債転換後における各社の議決権比率はそれぞれ以下の通りとなります：
• 三井住友フィナンシャルグループ： 7.98%
• 三井住友銀行： 12.09%
• 三井物産： 19.99%

セントラルファイナンス、三井住友フィナンシャルグループ、及び三井物産によるコンシューマーファイナンス事業における戦略的提携について

戦略的資本提携の概要
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セントラルファイナンス、三井住友フィナンシャルグループ、及び三井物産によるコンシューマーファイナンス事業における戦略的提携について

戦略的提携によるシナジー効果

シナジー効果

決済新機能提供
新規共同事業の開発･

展開

業容拡大
収益拡大

効率化によるコスト削減

提携先拡大

顧客数拡大

Ｈ２１年４月までに
合併することを検討

国内外における広範な
事業領域と顧客基盤

三井住友カードの
ブランド力を活かした
ＣＦカードの再活性化

首都圏・関西圏中心に、
2,600万人の
個人顧客基盤
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将来の見通し等について

本書には、当社または当社グループに関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含ま
れています。これらは当社が現在入手している情報に基づく、本書作成時点における予測等を基礎として記
載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しております。これらの記述また
は前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性
があります。このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報
については、当社の有価証券報告書、短信等開示書類、プレスリリース等をご参照ください。

本書に記載されている当社ないしは当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用
したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証を行っておらず、またこれを保証
するものではありません。

お問い合わせ先

〒460-8670

名古屋市中区錦三丁目20番27号

株式会社セントラルファイナンス

経営企画部 電話番号：052-203-1198

Email：ｃｆ601@cfweb.co.jp
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