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平成１９年３月期 決算短信 
平成 19 年 5月 18 日 

上 場 会 社 名        株式会社セントラルファイナンス   上場取引所   東証一部・名証一部 

コ ー ド 番 号        ８５８８                     ＵＲＬ    http://www.cfweb.co.jp 

代  表  者 （役職名）代表取締役社長（氏名）土 川 立 夫 

問合せ先責任者 （役職名）経 理 部 長  （氏名）中 根 健 二    ＴＥＬ    （052）203－1111（代表） 

定時株主総会開催予定日  平成 19 年 6 月 27 日         配当支払開始予定日   平成 19 年 6月 28 日 

有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 6 月 28 日 

１．19 年 3月期の連結業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 年 3 月 31 日）          （百万円未満切捨て） 

(1)連結経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％
19 年 3 月期 

18 年 3 月期 

106,425  (0.2) 

106,178  (7.5) 

8,491 (△34.0)

12,871 ( 184.3)

8,888 (△33.7) 

13,402 ( 166.9) 

1,837 ( 504.5)

303 (△90.5)

 

 
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       

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

営 業 収 益 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
19 年 3月期 

18 年 3 月期 

19  12  

3  02  

― 

― 

3.4 

0.6 

0.7  

1.1  

8.0 

12.1 

(参考) 持分法投資損益       19 年 3 月期    △108 百万円  18 年 3 月期     96 百万円 

 

(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭
19 年 3 月期 

18 年 3 月期 

1,208,237   

1,185,923   

51,152   

55,995   

4.2   

4.7   

531  64  

582  77  

(参考) 自己資本             19 年 3 月期     51,152 百万円  18 年 3 月期   －百万円 

 

(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
19 年 3月期 

18 年 3 月期 

68,666   

36,474   

1,319   

△ 5,843   

△ 46,906   

△ 35,848   

67,716   

44,595   

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

(年間) 

配当性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18 年 3月期 

19 年 3 月期 

3 50  

4 50  

3 50  

4 50  

7 00  

9 00  

674  

866  

232.2  

47.1  

1.2  

1.6  

20 年 3 月期 

（予想） 
4 50  4 50  9 00   52.3   

 

３．20 年 3月期の連結業績予想（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円  銭

中 間 期 

通    期 

51,800 (△3.8) 

106,200 (△0.2) 

1,900 (△65.8)

3,900 (△54.1)

2,000 (△65.3)

4,400 (△50.5)

1,100 ( － ) 

2,600 (41.5) 

8  60 

20  33 

(注) 上記の連結業績予想は、平成 19 年 4 月 27 日に公表致しました、「当社、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」による影響については含まれておりま

せん。現在中期経営計画を策定中であり、決定次第修正を公表致します。
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 

 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更   有 

〔(注)詳細は、15 ページ「(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計処理基準に関する事項」

及び 20 ページ「(6)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」をご覧ください。〕 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年 3 月期  98,678,958 株  18 年 3 月期 98,678,958 株 

②期末自己株式数           19 年 3 月期  2,462,900 株  18 年 3 月期  2,617,311 株 

 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33 ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 

(参考)個別業績の概要 

１.19 年 3 月期の個別業績(平成 18 年 4月 1 日～平成 19 年 3月 31 日) 

(1)個別経営成績                               （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年 3 月期 

18 年 3 月期 

100,891  (△0.3) 

101,197  ( 7.6) 

8,525 (△33.7)

12,856 ( 200.5)

8,936  (△32.3) 

13,195  ( 186.5) 

1,912  (  ―)

84  (△97.1)

 

 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        

 円 銭 円 銭

19 年 3月期 

18 年 3 月期 

19  86  

0  73  

―  

―  

 

(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年 3 月期 

18 年 3 月期 

1,197,067   

1,175,136   

49,649   

54,416   

4.1   

4.6   

515  75  

564  91  

(参考) 自己資本       19 年 3 月期   49,649 百万円  18 年 3 月期   －百万円 

 

２．20 年 3月期の個別業績予想（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  

 
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円  ％  円  銭

中 間 期 

通    期 

48,600 (△4.9) 

99,500 (△1.4) 

1,800 (△67.3)

3,700 (△56.6)

1,800 (△67.8)

4,000 (△55.2)

1,000 ( － ) 

2,300 (20.3) 

7  82 

17  98 

(注) 上記の業績予想は、平成 19 年 4月 27 日に公表致しました、「当社、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」による影響については含まれてお

りません。現在中期経営計画を策定中であり、決定次第修正を公表致します。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

なお、1株当たり当期純利益は、期末発行済株式数から期末自己株式数を控除した株式数より、34 ページ重要な

後発事象に記載のとおり、会社分割による株式会社セントラルファイナンス青森の信販事業部門の承継により交付

した自己株式 17,000 株と第三者割当により発行した新株式 31,638,000 株を加算して算出しております。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

わが国の経済は、企業収益の改善に伴う緩やかな景気拡大を続けておりますが、足元の雇用指標や日銀短観の業

況判断を見るに、先行きの不透明感を残しております。 

また、近年、消費者信用産業を取り巻く環境は、過払利息返還請求問題や貸金業規制法の改正による上限金利の

見直し、割賦販売法の見直し機運の高まり等への対応など、従来の業務運営の抜本的な見直しが急務となっており

ます。 

当期の経営成績につきましては、事業環境の変化に対応すべく、営業活動を展開した結果、営業収益は 1,064 億

25 百万円と、前年同期比 0.2%の増収となりました。しかしながら、単体の営業収益につきましては、平成 9 年 3

月期から続けていた 10 期連続の増収が当期は減収となり、事業体質を変革すべき時期であると受け止めております。 

経常利益につきましては、営業収益の増収に対し、販売費及び一般管理費や、金融費用等の増加により、前年同

期比 33.7%減益の 88 億 88 百万円となりました。 

当期純利益につきましては、前年同期比 15 億 33 百万円増益の 18 億 37 百万円となりました。なお、当期は、特

別損失として、利息返還損失引当金繰入額 115 億 43 百万円を計上しましたが、その一方で、保有資産の効率化をは

かったことから、投資有価証券売却益 60 億円を特別利益に計上しております。 

次に、当社グループの機軸となる信販業における部門別の状況は以下のとおりです。 

 

（総合あっせん部門） 

総合あっせん部門は、インターネット、携帯電話、電子マネーなど、ＩＴ技術の進歩に伴って、クレジットカー

ドの利便性がさらに進展し、決済手段のひとつとして、ますます生活の中に浸透しつつあります。 

タレントの「オセロ」をＣＭに使ったＣＦカード、普及率が飛躍的に向上しているＥＴＣカードの募集強化や、

鉄道関連、旅行関連、自動車関連、石油関連等、大手先との取引推進、ショッピングセンター、スポーツクラブと

いった生活に密着した企業との新規カードの企画など、信販会社としての特色を活かした施策を展開してまいりま

した。 

また、キャラクターを活用したプロモーションの展開や、「ワンダフルプレゼント２１」を競争力のあるポイント

システムとしてリニューアルし、サービス強化に努めました。 

一方、ＥＴＣや、公共料金等毎月定例支払いのある加盟店との決済を推進するとともに、少額決済手段として「Ｑ

ＵＩＣＰａｙ」を導入するなどにより、お客様の利便性向上を図ってまいりました。さらにＣＦＩＣＳによる利用

予測モデルを活用するなど、未利用会員への利用促進策を積極的に展開してまいりました。 

この結果、当部門の取扱高は 4,962 億 85 百万円(前年同期比 14.4%増)、営業収益は 132 億 27 百万円(前年同期比

6.8%増)となりました。 

 

（個品あっせん部門） 

個品あっせん部門は、割賦販売法の見直し機運の高まりや、「特定商取引に関する法律」の規制強化への対応を踏

まえ、加盟店管理の充実をはかっております。そのため、呉服やリフォームといった業種を中心に取扱は大幅に減

少しており、オートローンにつきましても、与信の厳格化などの影響により減少しております。 

その中にあって、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

グクレジットは好調であり、外車や軽自動車販売についても比較的堅調であります。 

なお、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

申し込みを開始しております。 

しかしながら、個品割賦市場の急激な収縮や取引内容の見直しにより、当部門の取扱高は 4,096 億 60 百万円(前

年同期比 7.8%減)、営業収益は 263 億 23 百万円(前年同期比 16.6%減)となりました。 

 

（信用保証部門） 

信用保証部門は、百貨店などのカード事業に対する信用保証業務が堅調であります。また、オートローンを資金

調達の多様化の一環から、金融機関の提携ローンとして取り扱っております。この結果、当部門の取扱高は 5,813

億 46 百万円(前年同期比 1.1%減)、営業収益は 141 億 9 百万円(前年同期比 3.5%増)となりました。 
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（融資部門） 

融資部門は、与信ノウハウの蓄積と信用情報機関の活用を背景に業容拡大をはかってまいりましたが、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、足元は慎重な対応をしております。 

一方で、新規与信や途上与信における厳格化を進めつつも、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の開拓もはかっております。 

この結果、当部門の取扱高は 1,981 億 57 百万円(前年同期比 1.0%減)、営業収益は 407 億 71 百万円(前年同期比

8.4%増)となりました。 

 

（その他部門） 

その他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、引き続き堅

調に推移しております。官公庁や自治体との提携も積極的に推進し、新たな分野における提携を推進しております。 

この結果、その他部門の取扱高は、9,065 億 6 百万円(前年同期比 8.9%増)、営業収益は 114 億 42 百万円(前年同

期比 9.1%増)となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は 1兆 2,082 億 37 百万円であります。割賦売掛金は流動化や提携ローンへの切り替え

により、前期末比 509 億 97 百万円減少しておりますが、信用保証割賦売掛金は提携ローンへの切り替えにより、前

期末比 555 億円増加しております。また、貸倒引当金は、流動資産に対し前期末比 24 億 45 百万円積み増しており

ます。資産全体では、主に信用保証割賦売掛金及び固定資産その他に計上されている資産流動化受益債権の増加に

より、前期末比 223 億 13 百万円の増加となりました。 

一方、負債は 1兆 1,570 億 84 百万円となりました。借入金とコマーシャルペーパーを合算した有利子負債 5,013

億 33 百万円と、前期末比 461 億 10 百万円減少しておりますが、信用保証買掛金が信用保証割賦売掛金と同額（前

期末比 555 億円増）増加したことから負債合計では、前期末比 271 億 56 百万円の増加となっております。 

純資産は 511 億 52 百万円となりました。前期末の自己資本と比較すると、48 億 43 百万円減少しております。こ

れは、主にその他有価証券評価差額金の減少によるものです。 

 

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（以下「資金」という。）は、前期末に比べて 231 億 21 百万円増加

し、当期末残高は 677 億 16 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、686 億 66 百万円増加しました。これは主に、債権流動化を実施したこと

と、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によるものです。 

 

（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、13 億 19 百万円増加しました。これは主に、本体で保有する投資有価証

券の売却等によるものです。 

 

（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、469 億 6 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、有利子負債の圧縮をはかったことによるものです。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。 
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(4)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

等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、景気動向や個人

所得の減少などにより変化し、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。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などの直接金融を

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、予想を超えた大規模な地震などの災害が発生した場合などには、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、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等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（以下「貸金業規制法」）」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ます。加えて、貸金業規制法が改正され、昨年の 12 月 20 日に公布されました。これ

により、金利の適正化に伴う刑罰金利の引下げや、過剰貸付の抑制に伴う総量規制の導入等により、業績が影響を

受ける可能性があります。また、総合あっせん業務及び個品あっせん業務は「割賦販売法」の順守が義務付けられ

ております。当社グループの提携先の中には「特定商取引法」の適用を受ける先もあり、これらの法改正もしくは

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。
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法人・個人向け自動車リース 

2. 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１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 ――――――― ㈱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 

 

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス 

顧 
 
 

客 ※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 

 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 

㈱博多大丸カードサービス 
業務提携 信販商品・サービス提供 

※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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3. 会社方針 

(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) 目標とする経営指標 

当社は平成 19 年 4 月 27 日に「当社、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」を発表致しましたが、現在これを踏まえた中期経営計画を策定中であります。

本項目につきましては決定次第、公表致します。 

 

(3) 中期的な会社の経営戦略 

近年、個品割賦やクレジットカードをはじめとするコンシューマーファイナンス事業を取り巻く環境は、厳しさ

を増しています。個品割賦市場は、クレジットカードへの決済シフト等の影響で市場は縮小トレンドにある一方、

クレジットカード市場についても、システム投資負担の増大や、業態の枠を超えた競争が激しさを増すなど、大き

な激動期に入っています。更に、過払利息返還請求問題や貸金業規制法の改正による上限金利の見直し、割賦販売

法の見直し機運の高まり等への対応が喫緊の課題となっており、従来のコンシューマーファイナンス事業の業務運

営の抜本的な見直しが急務となっています。 

一方で、約 300 兆円に及ぶ国内消費支出は景気回復を背景に拡大基調にあり、コンシューマーファイナンス市場

も中長期的な高い成長が望まれます。個人の価値観・ライフスタイルの多様化に加え、ＩＴ技術の進展や、小額決

済マーケット等の新たなフロンティアの拡大を受け、消費者による多彩な決済・ファイナンス手段の活用ニーズが

増大する中で、今後クレジット会社が市場でのプレゼンスを拡大する上で、こうした多様に変化するニーズにこた

えるファイナンスソリューションを迅速かつ柔軟に提供することが不可欠と認識しています。 

このような取り巻く環境の変化に対し、当社グループは、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及びその関

連する子会社・関連会社、株式会社三井住友銀行、三井住友カード株式会社、株式会社クオーク、及び三井物産株

式会社との間で、コンシューマーファイナンス事業を機軸としたビジネスの相互発展に向けて、包括的な資本業務

提携契約を締結致しました。 

それぞれを戦略的パートナーと位置付け、包括的な提携関係を通じ、「信販」「カード」「銀行」「商社」というカ

テゴリーで独自に培ってきたお互いの特色、ノウハウ・経験、ブランド、顧客基盤等を相互に活用することにより、

お客様のニーズに的確にこたえた良質の商品・サービスの提供を行っていきます。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループが、事業価値の一層の向上を図るために対処すべき課題は次の４点であります。 

まず、カード事業の強化であります。業界トップ水準の商品力、サービス力、技術力、展開力を早急に確立する

ことが、第１の課題であります。 

２点目は、事業全体の収益を高めることであります。個品割賦、カード、それに伴う個人金融、決済機能といっ

た信販ならではのノウハウ・経験、ブランド、顧客基盤等を更に強化し、トップラインの拡大をいかに図るかとい

うことであります。 

３点目は、個品割賦市場における確固たる地位の確立であります。当社の創業時からの事業である個品割賦事業

において、いかに競争力を強化し、業界におけるシェア拡大をはかるかということであります。 

そして、第４の課題は自己資本の充実であります。過払利息返還請求問題や貸金業規制法の改正による上限金利

の見直し、割賦販売法の見直し機運の高まり等への対応が焦眉の急となっておりますが、これら環境面の大きな変

化に対処するためにも、自己資本のさらなる充実を図る必要があると考えております。
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4. 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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  34,632 37,721  3,088 8.9

2 割賦売掛金 
※2,4 
,10 

564,638 513,640  △50,997 △9.0

3 信用保証割賦売掛金  453,960 509,460  55,500 12.2

4 集金保証前渡金  8,267 7,972  △294 △3.6

5 たな卸資産  111 －  △111 △100.0

6 繰延税金資産  2,466 2,903  437 17.7

7 その他  32,635 53,726  21,091 64.6

貸倒引当金  △20,184 △22,630  △2,445 △12.1

流動資産合計  1,076,527 90.8 1,102,795 91.3 26,267 2.4

Ⅱ 固定資産   

1 有形固定資産 ※3  

(1) 貸与資産  8,532 9,466  934 11.0

(2) 建物  676 663  △13 △2.0

(3) 土地 ※8 542 542  － －

(4) その他  395 347  △47 △12.1

有形固定資産合計  10,146 0.9 11,019 0.9 873 8.6

2 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  7,111 8,290  1,179 16.6

(2) その他  213 213  － －

無形固定資産合計  7,324 0.6 8,504 0.7 1,179 16.1

3 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1,2 37,550 22,561  △14,989 △39.9

(2) 固定化営業債権 ※6 8,267 7,422  △845 △10.2

(3) 繰延税金資産  0 1,207  1,207 －

(4) 再評価に係る 
  繰延税金資産 

※8 32 32  － －

(5) その他  50,153 58,146  7,992 15.9

貸倒引当金  △4,080 △3,452  627 15.4

投資その他の資産 
合計 

 91,925 7.7 85,918 7.1 △6,006 △6.5

固定資産合計  109,396 9.2 105,441 8.7 △3,954 △3.6

資産合計  1,185,923 100.0 1,208,237 100.0 22,313 1.9
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前連結会計年度 

(平成18年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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 ※10 44,366 46,929  2,562 5.8

2 信用保証買掛金  453,960 509,460  55,500 12.2

3 短期借入金  122,494 139,594  17,100 14.0

4 一年内返済予定 
長期借入金 

 94,587 80,087  △14,500 △15.3

5 コマ－シャルペ－パ－  68,500 －  △68,500 △100.0

6 未払法人税等  286 7,019  6,732 －

7 賞与引当金  1,608 1,607  △1 △0.1

8 役員賞与引当金  － 14  14 －

9 カードポイント引当金  － 660  660 －

10 利息返還損失引当金  603 －  △603 △100.0

11 割賦利益繰延 ※5 32,252 27,656  △4,595 △14.2

12 その他  40,160 59,608  19,448 48.4

流動負債合計  858,819 72.4 872,638 72.2 13,818 1.6

Ⅱ 固定負債   

1 長期借入金  261,862 269,852  7,989 3.1

2 繰延税金負債  8,365 99  △8,266 △98.8

3 退職給付引当金  － 0  0 －

4 利息返還損失引当金  － 13,676  13,676 －

5 連結調整勘定  191 －  △191 △100.0

6 負ののれん  － 95  95 －

7 その他  688 722  33 4.9

固定負債合計  271,108 22.9 284,445 23.6 13,337 4.9

負債合計  1,129,927 95.3 1,157,084 95.8 27,156 2.4

   

(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 － － － －

Ⅱ 資本剰余金  19,030 1.6 － － － －

Ⅲ 利益剰余金  17,958 1.5 － － － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※8 △204 △0.0 － － － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  10,510 0.9 － － － －

Ⅵ 自己株式 ※9 △985 △0.1 － － － －

資本合計  55,995 4.7 － － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計 

 1,185,923 100.0 － － － －
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前連結会計年度 

(平成18年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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

（％）

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

1 資本金  － 9,686  － －

2 資本剰余金  － 19,031  － －

3 利益剰余金  － 18,838  － －

4 自己株式  － △974  － －

株主資本合計  － － 46,582 3.8 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

1 その他有価証券評価 
差額金 

 － 4,775  － －

2 土地再評価差額金 ※8 － △204  － －

評価・換算差額等合計  － － 4,570 0.4 － －

純資産合計  － － 51,152 4.2 － －

負債純資産合計  － － 1,208,237 100.0 － －
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 (2) 連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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  12,387 13,227  839 6.8

 2 個品あっせん収益  31,560 26,323  △5,237 △16.6

 3 信用保証収益  13,626 14,109  483 3.5

 4 融資収益  37,624 40,771  3,146 8.4

 5 金融収益  493 552  58 11.8

 6 その他の営業収益  10,485 11,442  956 9.1

  営業収益計  106,178 100.0 106,425 100.0 247 0.2

Ⅱ 営業費用    

 1 販売費及び一般管理費    

  (1) 支払手数料  10,073 10,054   

  (2) 貸倒引当金繰入額  21,022 21,295   

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  603 3,392   

  (4) カードポイント引当金繰入額  － 660   

  (5) 役職員給料手当  17,637 17,629   

  (6) 賞与引当金繰入額  1,608 1,607   

  (7) 役員賞与引当金繰入額  － 14   

  (8) 退職給付引当金繰入額  1,178 1,093   

  (9) 減価償却費  2,160 2,500   

  (10) その他  29,400 83,685 78.8 29,002 87,250 82.0 3,565 4.3

 2 金融費用  5,438 5.1 6,127 5.7 689 12.7

 3 その他の営業費用  4,183 4.0 4,555 4.3 372 8.9

  営業費用計  93,307 87.9 97,934 92.0 4,627 5.0

  営業利益  12,871 12.1 8,491 8.0 △4,379 △34.0

Ⅲ 営業外収益    

1 受取保険配当金  309 370   

2 連結調整勘定償却額  95 －   

3 負ののれん償却額  － 95   

4 持分法による投資利益  96 －   

5 その他  50 551 0.5 67 533 0.5 △18 △3.4

Ⅳ 営業外費用    

1 持分法による投資損失  － 108   

2 雑損失  20 20 0.0 27 136 0.1 115 553.5

 経常利益  13,402 12.6 8,888 8.4 △4,514 △33.7
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前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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

（％）

Ⅴ 特別利益    

1 投資有価証券売却益  2,016 6,000   

2 投資有価証券償還益  － 151   

3 固定資産売却益 ※2 903 4   

4 割賦利益繰延取崩額  15,745 －   

5 退職給付信託設定益  3,098 21,763 20.5 － 6,157 5.7 △15,606 △71.7

Ⅵ 特別損失    

1 利息返還損失引当金繰入額  － 11,543   

2 過年度カードポイント引当金繰入額  － 373   

3 貸倒引当金繰入額  34,426 －   

4 その他 ※3 187 34,614 32.6 204 12,120 11.4 △22,493 △65.0

税金等調整前当期純利益  552 0.5 2,924 2.7 2,372 429.7

法人税、住民税及び事業税  268 6,993   

法人税等調整額  △20 248 0.2 △5,905 1,087 1.0 839 338.1

当期純利益  303 0.3 1,837 1.7 1,533 504.5

        

 

(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

［連結剰余金計算書］ 

  
前連結会計年度 

(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) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  19,030 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   自己株式処分差益  0 0 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  19,030 

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  18,450 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 1 当期純利益  303  

 2 土地再評価差額金取崩額  9 313 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 1 配当金  770  

 2 役員賞与  34 805 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  17,958 
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［連結株主資本等変動計算書］ 

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 9,686 19,030 17,958 △985 45,690

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △336  △336

 剰余金の配当 △433  △433

 役員賞与（注） △14  △14

 当期純利益 1,837  1,837

 自己株式の取得 △27 △27

 自己株式の処分 0 0 1

 持分法適用関連会社の減少 △173 38 △134

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

－ 0 879 11 891

平成19年3月31日残高(百万円) 9,686 19,031 18,838 △974 46,582

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 10,510 △204 10,305 55,995

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △336

 剰余金の配当  △433

 役員賞与（注）  △14

 当期純利益  1,837

 自己株式の取得  △27

 自己株式の処分  1

 持分法適用関連会社の減少  △134

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△5,734 － △5,734 △5,734

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△5,734 － △5,734 △4,843

平成19年3月31日残高(百万円) 4,775 △204 4,570 51,152

（注）平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 19 年 3 月期決算短信 

- 14 - 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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  552 2,924 

 2 減価償却費  4,508 5,327 

 3 連結調整勘定償却額  △95 － 

 4 負ののれん償却額  － △95 

 5 貸倒引当金の増加額(△は減少額)  △23,902 1,869 

 6 賞与引当金の減少額  △105 △1 

 7 役員賞与引当金の増加額  － 14 

 8 カードポイント引当金の増加額  － 660 

 9 利息返還損失引当金の増加額  603 13,073 

10 退職給付引当金の増加額  436 0 

11 退職給付信託設定益  △3,098 － 

12 受取利息及び受取配当金  △364 △487 

13 支払利息  4,874 5,783 

14 為替差益  △123 △41 
15 持分法による投資損失 

(△は持分法による投資利益) 
 △96 108 

16 有形固定資産売却益  △903 △0 

17 有形固定資産処分損  625 308 

18 投資有価証券売却益  △2,016 △6,000 

19 売上債権の減少額  94,336 52,137 

20 資産流動化受益債権の増加額  △17,882 △6,774 

21 仕入債務の増加額  2,428 2,562 

22 割賦利益繰延の減少額  △19,237 △4,595 

23 役員賞与の支払額  △34 △14 

24 その他  1,651 7,162 

小計  42,154 73,921 

25 利息及び配当金の受取額  374 500 

26 利息の支払額  △5,014 △5,500 

27 法人税等の支払額  △1,039 △254 

営業活動によるキャッシュ・フロー  36,474 68,666 

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  △4,698 △4,542 

 2 有形固定資産の売却による収入  2,403 336 

 3 無形固定資産の取得による支出  △3,193 △3,272 

 4 投資有価証券の取得による支出  △1,826 △483 

 5 投資有価証券の売却による収入  3,237 10,093 

 6 投資有価証券の償還による収入  － 151 

 7 その他  △1,766 △963 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,843 1,319 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 1 短期借入金の純増加額(△は純減少額)  △25,222 17,100 

 2 コマーシャルペーパーの純減少額  △12,500 △56,700 

 3 長期借入れによる収入  124,651 88,567 

 4 長期借入金の返済による支出  △121,945 △95,077 

 5 自己株式の取得による支出  △60 △27 

 6 配当金の支払額  △770 △769 

 7 その他  0 1 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △35,848 △46,906 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  58 41 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)  △5,158 23,121 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  49,754 44,595 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  44,595 67,716 
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(5) 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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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 0社 

    ㈱セントラルファイナンス青森は、当連結会計

年度末に保有株式を売却したことにより、関連会

社でなくなりましたので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 

     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 

   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) 

     時価のないもの 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

  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) 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。 

（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。 

 (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。 

 

  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 役員賞与引当金 

    役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、

支給見込額を計上しております。 

（会計処理方法の変更） 

    当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第4号）を適用しております。 

    これにより営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は14百万円減少しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

   ④ カードポイント引当金 

    カード利用促進を目的としてカード会員に付与

したポイントの使用による費用の発生に備える

ため、当連結会計年度末における将来負担見込額

を計上しております。 

（会計処理方法の変更） 

    カード会員に付与したポイントの使用により発

生する費用については、従来、使用された時点で

費用処理しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、カードポイントの有効期間を１年から３年

に延長したことを契機に、期間損益計算の一層の

適正化と財務体質の健全化を図るため、将来の費

用負担見込額をカードポイント引当金として計

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ286百万

円減少し、税金等調整前当期純利益は660百万円

減少しております。 

  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。 

    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。 

  ⑤ 退職給付引当金 

同左 

  ④ 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。 

  ⑥ 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、過去

の返還実績及び 近の返還状況を考慮し、当連結

会計年度末における将来返還見込額を計上して

おります。 

（追加情報） 

    「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」

（日本公認会計士協会 平成18年10月13日 業種

別委員会報告第37号）が公表され、当連結会計年

度より利息返還請求に係る損失の見積方法を変

更し、将来発生すると見込まれる利息返還損失額

を一括して引当金として繰り入れ、表示方法を流

動負債から固定負債に変更しております。 

    なお、期首時点における引当金計上額と従来の

基準に基づく引当金計上額との差額11,543百万

円を特別損失に計上しております。 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 (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。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① 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 

     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 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  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。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  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。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (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。 

 

 (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。 

 

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 19 年 3 月期決算短信 

- 19 - 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

（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。 

――――― 

 

 

   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         ――――― 

 7         ―――――  7 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんは、5年間で均等償却しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 8 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。

 8 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

――――― 

 9 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。 

 9 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 

 

(6) 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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適

用指針第8号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

51,152百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 

１ 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結

会計年度から「純資産の部」となり、「純資産の部」

は「株主資本」及び「評価・換算差額等」に分類し

て表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は、

当連結会計年度においては「株主資本」の内訳科目

として表示しております。 

３ 前連結会計年度において「利益剰余金」の次に表

示しておりました「土地再評価差額金」及び「その

他有価証券評価差額金」は、当連結会計年度から「評

価・換算差額等」の内訳科目として表示しておりま

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「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「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第7号）並びに「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

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用

指針第10号）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。 

連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

（連結貸借対照表） 

「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「負のの

れん」として表示しております。 

（連結損益計算書） 

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「負

ののれん償却額」として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「負

ののれん償却額」として表示しております。 

 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

当連結会計年度から改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成18年8月11日 企業会計基準第1号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18

年8月11日 企業会計基準適用指針第2号）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。 

なお、連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

前連結会計年度において資本に対する控除項目とし

て「資本の部」の末尾に表示しておりました「自己株

式」は、当連結会計年度から「株主資本」に対する控

除項目として「株主資本」の末尾に表示しております。

 

表示方法の変更 
 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

――――― （連結貸借対照表） 

流動負債に区分掲記しておりました「コマーシャル

ペーパー」は、負債純資産の合計額の100分の1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、11,800

百万円であります。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

 (連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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) 1,291百万円
 

※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) 1,042百万円
 

※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 154,961

投資有価証券 9,814

計 164,775
 

※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 95,280

投資有価証券 3,340

計 98,620
 

 (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

  

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 1,000

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

105,914

計 106,914

  

※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。 

※3 有形固定資産の減価償却累計額は9,477百万円であ

ります。 

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 69,159

個品あっせん 347,488

融資 147,960

その他 30

計 564,638

  

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 65,341

個品あっせん 303,594

融資 144,646

その他 58

計 513,640

  

※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

  

※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 484 13,242 13,227 499

個品あっせん 17,936 22,019 26,323 13,632

信用保証 13,283 13,798 14,109 12,972

融資 548 40,774 40,771 551

計 32,252 89,835 94,431 27,656

  

※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18年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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        ――――― 

※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 

 

※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

純資産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 

9百万円 

 
※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2,617千株であります。 

※9        ―――――  

※10        ――――― ※10 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。 

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結

会計年度末残高に含まれております。 

割賦売掛金(受取手形) 0百万円 

支払手形 117百万円 
 

 11 割賦売掛金を流動化した残高は136,606百万円であ

ります。 

 11 (1)割賦売掛金を流動化した残高は149,170百万円

であります。 

(2)割賦売掛金割引譲渡高は10,000百万円であり

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。 

(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1,947,825百万円

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 

 706,863百万円 
 

(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 

 637,429百万円 
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(連結損益計算書関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 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。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
496,285
(494,112)

個品あっせん 
409,660
(394,031)

信用保証 
581,346
(576,064)

融資 
198,157
(163,375)

その他 906,506

計 2,591,955

 (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7

1,782百万円であります。 

※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。 

※2 主なものはゴルフ会員権の売却4百万円であります。

※3         ――――― ※3 貸倒引当金繰入額が3百万円含まれております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

1 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 98,678,958  ― ―  98,678,958 
 

2 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 2,617,311  37,789 192,200  2,462,900 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 37,789株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少  1,352株 

 持分法適用関連会社の減少    190,848株 

 

3 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 337 3.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

平成18年11月24日 
取締役会 

普通株式 433 4.5 平成18年9月30日 平成18年12月11日

 

 (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 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 433 4.5 平成19年3月31日 平成19年6月28日
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(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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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 34,632百万円

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

  

 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 37,721百万円

流動資産のその他(短期貸付金)勘定 29,995百万円

現金及び現金同等物 67,716百万円

  

 

(リース取引関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

1 借主側 

 (1) 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 器具及び備品

取得価額相当額 2,031百万円

減価償却累計額相当額 1,460百万円

期末残高相当額 571百万円
 

1 借主側 

 (1) 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 器具及び備品

取得価額相当額 1,274百万円

減価償却累計額相当額 946百万円

期末残高相当額 328百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 320百万円

１年超 269百万円

合計 590百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 208百万円

１年超 133百万円

合計 341百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 393百万円

減価償却費相当額 362百万円

支払利息相当額 32百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 360百万円

減価償却費相当額 332百万円

支払利息相当額 23百万円
 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑤ 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。 

 (2) オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 134百万円

１年超 1,209百万円

合計 1,344百万円
 

 (2) オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 134百万円

１年超 1,075百万円

合計 1,209百万円
 

2 貸主側 

  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 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

取得価額 15,853百万円

減価償却累計額 7,321百万円

期末残高 8,532百万円
 

2 貸主側 

  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 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

取得価額 17,702百万円

減価償却累計額 8,236百万円

期末残高 9,466百万円
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前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,598百万円

１年超 6,018百万円

合計 9,616百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,833百万円

１年超 6,569百万円

合計 10,403百万円
 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 4,430百万円

減価償却費 2,349百万円

受取利息相当額 1,155百万円
 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 4,824百万円

減価償却費 2,827百万円

受取利息相当額 1,736百万円
 

④ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額等を控除した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。 

④ 利息相当額の算定方法 

   リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額等を控除した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。 
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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18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 11,595 29,678 18,083 9,692 18,004 8,311

小計 11,595 29,678 18,083 9,692 18,004 8,311

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

  株式 1,491 1,316 △174 1,473 1,196 △277

小計 1,491 1,316 △174 1,473 1,196 △277

合計 13,086 30,995 17,908 11,166 19,200 8,033

(注) 当連結会計年度における時価のあるその他有価証券の減損処理額及び取得原価の修正額は、125 百万円であり

ます。 

 

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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

売却額(百万円) 
6,542 

(3,304) 
11,004 
(－) 

売却益の合計額(百万円) 
5,115 

(3,098) 
5,812 
(－) 

売却損の合計額(百万円) － － 

 (注) 売却額及び売却益の合計額の（  ）内の金額は内書であり、退職給付信託の設定によるものであります。 

 

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18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 5,264 2,318 

合計 5,264 2,318 
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(デリバティブ取引関係) 

1 取引の状況に関する事項 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 連結財務諸表提出会社は、金利スワップ取引を利用し

ております。これらのデリバティブ取引は、市場金利の

変動リスクを回避する目的で利用しており、投機目的の

デリバティブ取引は行わない方針であります。 

 連結財務諸表提出会社が利用している金利スワップ取

引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、連結財務諸表提出会社のデリバティブ取引の契

約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相

手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識し

ております。 

 デリバティブ取引は,前記の範囲内に限定して連結財務

諸表提出会社の財務部が行っており、毎月、経理部に報

告されます。 

 なお、連結子会社はデリバティブ取引を利用しており

ません。 

同左 

 

 

 

2 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成18年3月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 

当連結会計年度(平成19年3月31日) 

ヘッジ会計を適用している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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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。また、連結子会社の一

部においては中小企業退職金共済制度を導入していま

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 △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) ―

  

 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 △16,315

②年金資産(退職給付信託を含む) 18,423

③未積立退職給付債務(①＋②) 2,108

④未認識数理計算上の差異 1,698

⑤未認識過去勤務債務(債務の減額)(注)1 △184

⑥連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④＋⑤) 
3,622

⑦前払年金費用 3,622

⑧退職給付引当金(⑥－⑦) △0

(注)1.当連結会計年度においては、当社の退職金制度

において制度変更が行われたことにより、過去勤

務債務(債務の減額)が発生しています。 

(注)2.一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

 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

  

 3 退職給付費用に関する事項 

(単位 百万円)

①勤務費用 812

②利息費用 312

③期待運用収益 △304

④数理計算上の差異の費用処理額(注)1 324

⑤過去勤務債務の費用処理額 △50

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 1,093

(注)1.｢2 退職給付債務に関する事項｣(注1)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。 

(注)2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、｢①勤務費用｣に計上しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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 2.0％ 

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。) 
 

 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 同左 

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18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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) 
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
 

 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) 
利息返還損失引当金 5,546

貸倒償却 1,175

退職給付引当金 851

賞与引当金 652

投資有価証券（みなし配当） 648

未払事業税 543

カードポイント引当金 267

その他 482

  繰延税金資産小計 10,167

評価性引当額 △694

  繰延税金資産合計 9,472
(繰延税金負債) 
その他有価証券評価差額金 △3,258

退職給付信託設定益 △1,960

貸与資産減価償却費調整額 △201

その他 △40

  繰延税金負債合計 △5,461

  繰延税金資産（負債）の純額 4,011

 
(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 2,903

  固定資産－繰延税金資産 1,207

  固定負債－繰延税金負債 △99
 

 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

  

 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 1.4

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.6

 住民税均等割 3.6

 評価性引当額 1.6

 税額控除 △6.1

 持分法による投資損失 1.5

 負ののれん償却額 △1.3

 その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.2
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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17年4月1日 至 平成18年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 

平成19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17年4月1日 至 平成18年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 

平成19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17年4月1日 至 平成18年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 

平成19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17年4月1日 至 平成18年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 

平成19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17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

1株当たり純資産額 582円77銭
 

1株当たり純資産額 531円64銭
 

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。

1株当たり当期純利益 19円12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す。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当期純利益 303百万円 1,837百万円

普通株主に帰属しない金額 14百万円 ―

(うち利益処分による役員賞与金) (14百万円) ―

普通株式に係る当期純利益 289百万円 1,837百万円

普通株式の期中平均株式数 96,095,660株 96,058,167株

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 19 年 3 月期決算短信 

- 34 - 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(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。 

 

当連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日)  
 

１．会社分割による株式会社セントラルファイナンス青森の信販事業部門の承継について 

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役会決議により、営業効率の向上や利益の極大化を図るため、同日、

分社型吸収分割契約を締結し、平成 19 年 4 月 1 日付で株式会社セントラルファイナンス青森が営む信販事業を

承継致しました。 

吸収分割に係る割当ての内容及び承継した事業に係る資産等の内容は次のとおりであります。 

① 吸収分割に係る割当ての内容 

当社は当該吸収分割に際し、株式会社セントラルファイナンス青森に対して、当該吸収分割により承継する

権利義務の代わりとして、当社が保有する自己の普通株式 17,000 株を交付致します。 

② 承継した事業に係る資産の内容 

総合あっせん債権          986 百万円 

個品あっせん債権         13,097 百万円 

融資債権               58 百万円 

信用保証割賦売掛金        3,670 百万円 

 

２.株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び三井物産株式会社によるコンシューマーファイナンス事業におけ

る戦略的資本業務提携契約の締結について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及びその

子会社、関連会社（株式会社三井住友銀行、三井住友カード株式会社、株式会社クオーク）並びに三井物産株式

会社と事業価値の一層の向上を目指し、独自に培ってきたお互いの特色、ノウハウ・経験、ブランド、顧客基盤

等を相互に活用することにより、お客様のニーズに的確にこたえた良質の商品・サービスを提供するなどコンシ

ューマーファイナンス事業を機軸としたビジネスの相互発展に向けて、同日、包括的な資本業務提携契約を締結

致しました。 

 

３．第三者割当による新株式の発行について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、平成 19 年 5 月 14 日付で第三者割当による新株式の

発行を実施致しました。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行株式数 

普通株式 31,638,000 株 

(2) 発行価額 

1 株につき 金 607 円 

(3) 発行価額の総額 

19,204,266,000 円 

(4) 資本組入額 

1 株につき 金 304 円 

(5) 資本組入額の総額 
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9,617,952,000 円 

(6) 申込日 

平成 19 年 5月 14 日 

(7) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(8) 配当起算日 

平成 19 年 3月 31 日 

(9) 割当先及び株数 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ   12,706,000 株 

株式会社三井住友銀行             6,226,000 株 

三井物産株式会社               12,706,000 株 

(10)資金の使途 

手取金ついては、新株予約権付社債の募集による手取金とあわせて(合計概算額約 385 億円)、その大部分（約

268 億円）を自己資本の充実や既存借入金の返済による有利子負債の削減など、当社の喫緊の課題である財務体

質の強化に充当する予定であります。また、収益基盤拡大に必要となる株式会社クオークとの資本業務提携に

基づく株式取得資金（75 億円）や、業務効率改善やリスク管理充実のために必要となるシステム投資（約 40 億

円）など、当社の戦略的ビジネス展開に現時点で不可欠な投資にも充当する予定であります。 

 

４．第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行を実施致しました。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行総額 

19,500,000,000 円 

(2) 発行価額 

社債額面金額の 100%（社債額面金額 100,000,000 円） 

(3) 発行価格（募集価格） 

社債額面金額の 100% 

(4) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(5) 償還期限 

本社債の元金は、平成 21 年 6月 30 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で償還します。 

(6)  利率 

本社債には利息を付しません。 

(7)  本新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

① 種類 普通株式 

② 数    本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分する（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）数（以下「交付株式数」とい

う。）は、行使する本新株予約権に係る本社債の金額の合計額を転換価額で除して得られる 大整数とす

る。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。 

(8) 本新株予約権の総数 

195 個 
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(9) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき額 

転換価額は 607 円とします。但し、転換価額は「株式会社セントラルファイナンス第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債」社債要項により修正又は調整されることがあります。 

(10)新株予約権の行使期間 

平成 19 年 5月 15 日から平成 21 年 6 月 29 日まで 

(11)新株予約権の行使の条件 

新株予約権の一部行使はできません。 

(12)割当先 

株式会社三井住友銀行             7,900,000,000 円 

三井物産株式会社               11,600,000,000 円 

(13)資金の使途 

第三者割当による新株式の発行の項に記載のとおりであります。 

 

５.会社分割による事業性融資の保証に係る事業等の分離について 

当社は、三井物産株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及びその子会社、関連会社（株式会社

三井住友銀行、三井住友カード株式会社及び株式会社クオーク）と資本業務提携に関する契約の締結にあたり、

当社における銀行法及びその他法令上の諸条件等への対応を図るため、平成 19 年 4月 27 日開催の取締役会によ

り、事業性融資の保証に係る事業、不動産の売買、管理、賃貸、鑑定及びそれらのあっせんに係る事業、並びに

営業に係る保険代理業務に係る事業及び営業に係る物品等販売業務に係る事業を会社分割し、平成 19 年 6 月 2

日付で株式会社シーエフ信用保証に承継することを決議し、同日、会社分割契約を締結致しました。 

(1) 吸収分割に係る割当ての内容及び分割する事業に係る資産等の内容は次のとおりであります。 

①吸収分割に係る割当ての内容 

本分割は単独分割であることから、株式会社シーエフ信用保証が本分割に際して発行する普通株式 19,000

株のすべてを当社に対して割当てます。 

②分割する事業に係る資産等の内容 

流動資産          440 百万円 

固定資産          776 百万円 

流動負債          278 百万円 

固定負債           0 百万円 

 (2) 承継会社の概要 

① 名 称 株式会社シーエフ信用保証 

② 設立年月日 平成 19 年 4月 26 日 

③ 資 産 の 額 5 百万円 

④ 資 本 の 額 5 百万円 

⑤ 従 業 員 数 0 名（承継会社は設立間もないため従業員はいません。） 
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5. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19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  34,091 37,280  3,188 9.4

 2 受取手形 ※10 3 2  △1 △34.3

 3 割賦売掛金 ※1,3 564,060 512,855  △51,205 △9.1

 4 信用保証割賦売掛金  454,345 510,513  56,168 12.4

 5 集金保証前渡金  8,267 7,972  △294 △3.6

 6 販売用不動産  111 －  △111 △100.0

 7 前払費用  1,410 1,511  100 7.1

 8 繰延税金資産  2,352 2,707  355 15.1

 9 未収収益  3,845 5,704  1,859 48.4

10 短期貸付金  － 30,280  30,280 －

11 その他  25,991 14,787  △11,204 △43.1

貸倒引当金  △20,062 △22,430  △2,368 △11.8

流動資産合計  1,074,416 91.4 1,101,184 92.0 26,767 2.5

Ⅱ 固定資産   

 1 有形固定資産 ※2  

(1) 貸与資産  164 103  △61 △37.1

(2) 建物  670 651  △19 △2.9

(3) 器具及び備品  219 175  △43 △19.8

(4) 土地 ※8 542 542  － －

有形固定資産合計  1,597 0.2 1,473 0.1 △124 △7.8

 2 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  7,070 8,247  1,177 16.7

(2) 電話加入権  212 212  － －

無形固定資産合計  7,282 0.6 8,460 0.7 1,177 16.2
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前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19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

（％）

 3 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※1 36,217 21,479  △14,738 △40.7

(2) 関係会社株式  1,311 1,204  △106 △8.1

(3) 出資金  313 250  △62 △20.1

(4) 固定化営業債権 ※5 8,267 7,422  △845 △10.2

(5) 差入保証金  1,841 1,796  △44 △2.4

(6) 長期前払費用  101 100  △1 △1.1

(7) 繰延税金資産  － 1,207  1,207 －

(8) 再評価に係る 
   繰延税金資産 

※8 32 32  － －

(9) 資産流動化受益債権  35,976 42,751  6,774 18.8

(10) その他  11,857 13,155  1,297 10.9

貸倒引当金  △4,080 △3,451  629 15.4

投資その他の資産合計  91,839 7.8 85,948 7.2 △5,890 △6.4

固定資産合計  100,719 8.6 95,882 8.0 △4,837 △4.8

資産合計  1,175,136 100.0 1,197,067 100.0 21,930 1.9
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前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19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 ※10 11,078 10,082  △996 △9.0

 2 買掛金  32,859 36,388  3,529 10.7

 3 信用保証買掛金  454,345 510,513  56,168 12.4

 4 短期借入金  119,794 137,794  18,000 15.0

 5 一年内返済予定 
  長期借入金 

 92,953 77,693  △15,259 △16.4

 6 コマ－シャルペ－パ－  68,500 －  △68,500 △100.0

 7 未払金  4,855 4,834  △21 △0.4

 8 未払費用  1,154 1,287  132 11.5

 9 未払法人税等  168 6,873  6,704 －

10 預り金  4,596 5,355  758 16.5

11 集金代行預り金  25,781 32,272  6,490 25.2

12 賞与引当金  1,554 1,547  △7 △0.5

13 役員賞与引当金  － 14  14 －

14 カードポイント引当金  － 660  660 －

15 利息返還損失引当金  603 －  △603 △100.0

16 割賦利益繰延 ※4 32,258 27,679  △4,579 △14.2

17 その他  3,544 15,541  11,997 338.5

流動負債合計  854,048 72.7 868,538 72.6 14,489 1.7

Ⅱ 固定負債   

 1 長期借入金  257,847 264,481  6,633 2.6

 2 繰延税金負債  8,135 －  △8,135 △100.0

 3 利息返還損失引当金  － 13,676  13,676 －

 4 その他  688 722  33 4.9

固定負債合計  266,672 22.7 278,879 23.3 12,207 4.6

負債合計  1,120,720 95.4 1,147,417 95.9 26,697 2.4

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※6 9,686 0.8 － － － －

Ⅱ 資本剰余金   

 1 資本準備金  19,022 －  － －

 2 その他資本剰余金   

  自己株式処分差益  0 0 － －  － －

資本剰余金合計  19,022 1.6 － － － －

Ⅲ 利益剰余金   

 1 利益準備金  1,140 －  － －

 2 任意積立金   

   別途積立金  13,700 13,700 － －  － －

 3 当期未処分利益  1,376 －  － －

利益剰余金合計  16,216 1.4 － － － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※8 △204 △0.0 － － － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  10,633 0.9 － － － －

Ⅵ 自己株式 ※9 △938 △0.1 － － － －

資本合計  54,416 4.6 － － － －

負債資本合計  1,175,136 100.0 － － － －
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前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19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

（％）

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 1 資本金  － 9,686  － －

 2 資本剰余金   

 (1)資本準備金  － 19,022  － －

 (2)その他資本剰余金  － 0  － －

資本剰余金合計  － 19,022  － －

 3 利益剰余金   

 (1)利益準備金  － 1,140  － －

 (2)その他利益剰余金  16,203  － －

   別途積立金  － 13,700  － －

   繰越利益剰余金  － 2,503  － －

利益剰余金合計  － 17,344  － －

 4 自己株式  － △965  － －

株主資本合計  － － 45,088 3.7 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

 1 その他有価証券 
評価差額金 

 － 4,765  － －

 2 土地再評価差額金 ※8 － △204  － －

評価・換算差額等 
合計 

 － － 4,560 0.4 － －

純資産合計  － － 49,649 4.1 － －

負債純資産合計  － － 1,197,067 100.0 － －
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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  12,387 13,227  839 6.8

  2 個品あっせん収益  31,560 26,323  △5,237 △16.6

  3 信用保証収益  13,629 14,112  482 3.5

  4 融資収益  37,624 40,771  3,146 8.4

  5 金融収益   

  (1) 受取利息  25 43  

  (2) その他  480 506 524 567  61 12.1

  6 その他の営業収益  5,487 5,889  401 7.3

  営業収益計  101,197 100.0 100,891 100.0 △305 △0.3

Ⅱ 営業費用   

  1 販売費及び一般管理費   

  (1) 支払手数料  10,052 10,038  

  (2) 貸倒引当金繰入額  20,960 21,187  

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  603 3,392  

    (4) カ ー ド ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入 額  － 660  

  (5) 役職員給料手当  17,157 17,040  

  (6) 賞与引当金繰入額  1,554 1,547  

    (7) 役員賞与引当金繰入額  － 14  

  (8) 退職給付引当金繰入額  1,167 1,063  

  (9) 福利費  1,882 1,901  

  (10) 通信費  3,698 3,792  

  (11) 電算機費  6,387 7,126  

  (12) 賃借料  2,545 2,673  

  (13) 消費税等  1,985 1,764  

  (14) 減価償却費  2,031 2,399  

  (15) その他  12,805 82,832 81.8 11,579 86,182 85.4 3,349 4.0

  2 金融費用   

  (1) 支払利息  4,779 5,367  

  (2) その他  564 5,343 5.3 629 5,996 5.9 653 12.2

  3 その他の営業費用  164 0.2 186 0.2 22 13.7

  営業費用計  88,340 87.3 92,365 91.5 4,025 4.6

  営業利益  12,856 12.7 8,525 8.5 △4,331 △33.7

Ⅲ 営業外収益   

 1 受取保険配当金  309 370  

 2 雑収入  47 356 0.3 64 435 0.4 78 22.0

Ⅳ 営業外費用   

  雑損失  18 18 0.0 24 24 0.0 6 35.5

 経常利益  13,195 13.0 8,936 8.9 △4,259 △32.3
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前事業年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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

（％）

Ⅴ 特別利益    

 1 投資有価証券売却益  2,016 5,812   

 2 関係会社株式売却益  － 209   

 3 投資有価証券償還益  － 151   

 4 固定資産売却益 ※2 903 4   

 5 割賦利益繰延取崩額  15,745 －   

 6 退職給付信託設定益  3,098 21,763 21.5 － 6,178 6.1 △15,585 △71.6

Ⅵ 特別損失    

 1 利息返還損失引当金
繰入額 

 － 11,543   

 2 過年度カードポイン
ト引当金繰入額 

 － 373   

 3 投資有価証券評価損  26 158   

 4 固定資産売却及び除却損 ※3 24 18   

 5 役員退職金  129 13   

 6 ゴルフ会員権評価損 ※4 0 10   

 7 貸倒引当金繰入額  34,426 34,608 34.2 － 12,118 12.0 △22,489 △65.0

税引前当期純利益  351 0.3 2,996 3.0 2,644 752.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 133 6,778   

法人税等調整額  133 267 0.2 △5,693 1,084 1.1 816 305.8

当期純利益  84 0.1 1,912 1.9 1,827 －

前期繰越利益  1,619   

中間配当額  337   

土地再評価差額金 
取崩額 

 9   

当期未処分利益  1,376   
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

［利益処分計算書］ 

  
前事業年度 

(平成18年6月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益  1,376 

Ⅱ 利益処分額   

 1 配当金  337  

 2 役員賞与金  14  

(うち監査役に対する賞与金)  (3)  

 3 任意積立金   

別途積立金  － 351 

Ⅲ 次期繰越利益  1,024 

（その他資本剰余金の処分）   

Ⅰ その他資本剰余金  0 

Ⅱ その他資本剰余金次期 
  繰越額 

 0 

   

(注) 日付は株主総会承認日であります。 
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［株主資本等変動計算書］ 

当事業年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日) 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金
資本準備金 

その他資本

剰余金

資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本

合 計 

平成18年3月31日残高 
(百万円) 

9,686 19,022 0 19,022 1,140 13,700 1,376 16,216 △   938 43,987

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当 (注)   － △   337 △   337  △   337

 剰余金の配当   － △   433 △   433  △   433

 役員賞与 (注)   － △    14 △    14  △    14

 当期純利益   － 1,912 1,912  1,912

 自己株式の取得   － － △    27 △    27

 自己株式の処分   0 0 － 0 1

 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額) 

  
  

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

－ － 0 0 － － 1,127 1,127 △    26 1,101

平成19年3月31日残高 
(百万円) 

9,686 19,022 0 19,022 1,140 13,700 2,503 17,344 △   965 45,088

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純 資 産 

合 計 

平成18年3月31日残高 
(百万円) 

10,633 △   204 10,428 54,416

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当 (注)   △   337

 剰余金の配当   △   433

 役員賞与 (注)   △    14

 当期純利益   1,912

 自己株式の取得   △    27

 自己株式の処分   1

 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額) 

△ 5,867 － △ 5,867 △ 5,867

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

△ 5,867 － △ 5,867 △ 4,766

平成19年3月31日残高 
(百万円) 

4,765 △   204 4,560 49,649

（注）平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 19 年 3 月期決算短信 

- 45 - 

(4) 重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 1 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法に基づく原価法 

 1 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) 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 

 (2) 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) 

    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         ――――― 

 3 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  ① 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 

  ② 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 

 3 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  ① 貸与資産 

同左 

 

 

  ② 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 

 4 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） 

当事業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。 

 4 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。 

 

 (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) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、

支給見込額を計上しております。 

（会計処理方法の変更） 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は14百万円減少しております。 
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前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

  (4) カードポイント引当金 

カード利用促進を目的としてカード会員に付与

したポイントの使用による費用の発生に備えるた

め、当事業年度末における将来負担見込額を計上し

ております。 

（会計処理方法の変更） 

カード会員に付与したポイントの使用により発

生する費用については、従来、使用された時点で費

用処理しておりましたが、当事業年度において、カ

ードポイントの有効期間を１年から３年に延長し

たことを契機に、期間損益計算の一層の適正化と財

務体質の健全化を図るため、将来の費用負担見込額

をカードポイント引当金として計上する方法に変

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ286百万円減

少し、税引前当期純利益は660百万円減少しており

ます。 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、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。 

   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、各期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期から費用処理しておりま

す。 

 (5) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 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、当事業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。 

 (6) 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、過去の

返還実績及び 近の返還状況を考慮し、当事業年度

末における将来返還見込額を計上しております。 

（追加情報） 

「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」（日

本公認会計士協会 平成18年10月13日 業種別委員

会報告第37号）が公表され、当事業年度より利息返

還請求に係る損失の見積方法を変更し、将来発生す

ると見込まれる利息返還損失額を一括して引当金

として繰り入れ、表示方法を流動負債から固定負債

に変更しております。 

なお、期首時点における引当金計上額と従来の基

準に基づく引当金計上額との差額11,543百万円を

特別損失に計上しております。 
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前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 5 収益の計上基準 

 (1) 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 

 5 収益の計上基準 

 (1) 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 

 (2) 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、

当事業年度において、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、税引前当期純利益は、8,125

百万円増加しております。 

 (2) 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。 
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前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19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、当事業年度

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、税引前当期純利益は、7,101

百万円増加しております。 

 

 6 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。 

 6 リース取引の処理方法 

同左 

 7 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。

 7 ヘッジ会計の方法 

 (1) 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 

    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 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   当社は、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。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (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。   

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

   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。 

 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

同左 
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(5) 重要な会計方針の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

――――― 
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指

針第8号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

49,649百万円であります。 

財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示に関

する変更は以下のとおりであります。 

1 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度か

ら「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資

本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示して

おります。 

2 前事業年度において独立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は、当事業

年度においては「株主資本」の内訳科目として表示

しております。 

3 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目とし

て表示しておりました「任意積立金」は、当事業年

度から「その他利益剰余金」の内訳科目として表示

しております。なお、本改正により従来の「任意積

立金」の区分は廃止されております。 

4 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目とし

て表示しておりました「当期未処分利益」は、当事

業年度から「その他利益剰余金」の内訳科目である

「繰越利益剰余金」として表示しております。 

5 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示して

おりました「土地再評価差額金」及び「その他有価

証券評価差額金」は、当事業年度から「評価・換算

差額等」の内訳科目として表示しております。 

 

 
 

（企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「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「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号）並びに「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

準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針

第10号）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。 
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前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

当事業年度から改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年8月11日 企業会計基準第1号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年8月

11日 企業会計基準適用指針第2号）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。 

なお、財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 

前事業年度において資本に対する控除項目として

「資本の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」

は、当事業年度から「株主資本」に対する控除項目と

して「株主資本」の末尾に表示しております。 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

（貸借対照表） 

  流動資産に区分掲記しておりました「短期貸付金」

は資産の総額の100分の1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、当事業

年度における当該金額は10,162百万円であります。 

（貸借対照表） 

1. 流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

「短期貸付金」は、資産の総額の100分の1を超えたた

め、当事業年度において区分掲記することといたしま

した。 

なお、前事業年度における当該金額は、10,162百万

円であります。 

 

2. 流動負債に区分掲記しておりました「コマーシャル

ペーパー」は、負債純資産の合計額の100分の1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、当事業年度における当該金額は、11,800百万

円であります。 
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(6) 財務諸表に関する注記事項 

 (貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成18年3月31日) 

当事業年度 
(平成19年3月31日) 

※1 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
 

※1 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 95,280

投資有価証券 3,340

計 98,620
 

 (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

  

 (2) 担保付債務 

科目 金額(百万円)

短期借入金 1,000

長期借入金 
(一年内返済予定分を含む) 

105,914

計 106,914

  

※2 有形固定資産の減価償却累計額は1,257百万円であ

ります。 

※2 有形固定資産の減価償却累計額は1,237百万円であ

ります。 

※3 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 346,941

融資 147,960

計 564,060

  

※3 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 65,341

個品あっせん 302,867

融資 144,646

計 512,855

  

※4 割賦利益繰延 

部門 
前期末残高 
(百万円) 

当期受入額 
(百万円) 

当期実現額 
(百万円) 

当期末残高
(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 19,636 15,984 22,331 13,289

融資 582 37,590 37,624 548

計 51,494 91,712 110,948 32,258

  

※4 割賦利益繰延 

部門 
前期末残高
(百万円)

当期受入額 
(百万円) 

当期実現額 
(百万円) 

当期末残高
(百万円)

総合あっせん 484 13,242 13,227 499

個品あっせん 17,936 22,019 26,323 13,632

信用保証 13,289 13,818 14,112 12,995

融資 548 40,774 40,771 551

計 32,258 89,855 94,434 27,679

  

※5 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。 

※5 固定化営業債権 

同左 

※6 授権株式数は普通株式377,017千株であります。 

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに相

当する株式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式総数は普通株式98,678千株でありま

す。 

※6        ――――― 
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前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19年3月31日) 

 7 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が10,633百

万円増加しております。 

   なお、当該金額は、商法施行規則第124条第3号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

7        ――――― 

 

※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 

 

※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

純資産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 

9百万円 

 
※9 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,376千

株であります。 

※9        ――――― 

 

※10        ――――― 

 

※10 事業年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理しております。 

   なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残

高に含まれております。 

割賦売掛金(受取手形) 0百万円 

支払手形 107百万円 
 

 11 割賦売掛金を流動化した残高は136,606百万円であ

ります。 

 11 (1)割賦売掛金を流動化した残高は149,170百万円

であります。 

(2)割賦売掛金割引譲渡高は10,000百万円であり

ます。 

(貸出コミットメント) 

   当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

ずしも当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) 

   当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1,947,825百万円であります。 

   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

ずしも当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。 
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前事業年度 

(平成18年3月31日) 
当事業年度 

(平成19年3月31日) 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が当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 

銀行借入に対するもの 

 ㈱シーエフオートリース 8,349百万円

計 715,212百万円
 

(保証債務) 

  営業保証業務(一般顧客が当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 

637,429百万円 

銀行借入に対するもの 

 ㈱シーエフオートリース 9,565百万円

計 646,994百万円
  

 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

 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 
587,961
(580,304)

融資 
200,236
(169,020)

その他 826,562

計 2,492,901

 (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。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
496,285
(494,112)

個品あっせん 
409,660
(394,031)

信用保証 
582,204
(576,903)

融資 
198,157
(163,375)

その他 899,764

計 2,586,072

 (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7

1,782百万円であります。 

※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。 

※2 ゴルフ会員権の売却によるものであります。 

 

※3 主なものは建物（建物附属設備を含む）の除却20

百万円であります。 

※3 主なものは建物（建物附属設備を含む）の除却13

百万円であります。 

※4        ――――― ※4 貸倒引当金繰入額が1百万円含まれております。 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 2,376,463 37,789 1,352 2,412,900 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 37,789株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少  1,352株 
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(リース取引関係)  

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

1 借主側 

 (1) 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 器具及び備品

取得価額相当額 2,031百万円

減価償却累計額相当額 1,460百万円

期末残高相当額 571百万円
 

1 借主側 

 (1) 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 器具及び備品

取得価額相当額 1,274百万円

減価償却累計額相当額 946百万円

期末残高相当額 328百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 320百万円

1年超 269百万円

合計 590百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 208百万円

1年超 133百万円

合計 341百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 393百万円

減価償却費相当額 362百万円

支払利息相当額 32百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 360百万円

減価償却費相当額 332百万円

支払利息相当額 23百万円
 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑤ 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。 

 (2) オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 134百万円

１年超 1,209百万円

合計 1,344百万円
 

 (2) オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 134百万円

１年超 1,075百万円

合計 1,209百万円
 

2 貸主側 

  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 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

取得価額 412百万円

減価償却累計額 247百万円

期末残高 164百万円
 

2 貸主側 

  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 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

取得価額 304百万円

減価償却累計額 200百万円

期末残高 103百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 65百万円

1年超 113百万円

合計 178百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 51百万円

1年超 62百万円

合計 114百万円
 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 88百万円

減価償却費 69百万円

受取利息相当額 19百万円
 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 88百万円

減価償却費 51百万円

受取利息相当額 11百万円
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前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

④ 利息相当額の算定方法 

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した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。

④ 利息相当額の算定方法 

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した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。

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年3月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 

当事業年度(平成19年3月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは所有しておりません。 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成18年3月31日) 

当事業年度 
(平成19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) 

貸倒償却 1,163

退職給付引当金 1,018

投資有価証券（みなし配当） 648

賞与引当金 630

利息返還損失引当金 244

繰越欠損金 210

未払事業税 45

減価償却費損金算入限度超過額 21

その他 146

  繰延税金資産小計 4,129

評価性引当額 △648

  繰延税金資産合計 3,481

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △7,255

退職給付信託設定益 △1,960

その他 △48

  繰延税金負債合計 △9,264

  繰延税金資産（負債）の純額 △5,783

 

(注) 繰延税金資産の純額は、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 2,352

  固定負債－繰延税金負債 △8,135
 

 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) 

利息返還損失引当金 5,546

貸倒償却 1,175

退職給付引当金 851

投資有価証券（みなし配当） 648

賞与引当金 627

未払事業税 532

カードポイント引当金 267

その他 171

  繰延税金資産小計 9,821

評価性引当額 △694

  繰延税金資産合計 9,126

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △3,251

退職給付信託設定益 △1,960

  繰延税金負債合計 △5,212

  繰延税金資産（負債）の純額 3,914

 

(注) 繰延税金資産の純額は、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 2,707

  固定資産－繰延税金資産 1,207
 

 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 13.2

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △12.7

 住民税均等割 30.3

 その他 4.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.0
  

 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 1.3

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.5

 住民税均等割 3.4

 評価性引当額 1.5

 税額控除 △5.9

 その他 △1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.2
  

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 19 年 3 月期決算短信 

- 57 - 

(1株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

1株当たり純資産額 564円91銭
 

1株当たり純資産額 515円75銭
 

1株当たり当期純利益 0円73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 19円86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。 

 

 
前事業年度 

(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当期純利益 84百万円 1,912百万円

普通株主に帰属しない金額 14百万円 ―

(うち利益処分による役員賞与金) (14百万円) ―

普通株式に係る当期純利益 70百万円 1,912百万円

普通株式の期中平均株式数 96,336,507株 96,283,110株
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(重要な後発事象) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日)  
 

１．会社分割による株式会社セントラルファイナンス青森の信販事業部門の承継について 

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役会決議により、営業効率の向上や利益の極大化を図るため、同日、

分社型吸収分割契約を締結し、平成 19 年 4 月 1 日付で株式会社セントラルファイナンス青森が営む信販事業を

承継致しました。 

吸収分割に係る割当ての内容及び承継した事業に係る資産等の内容は次のとおりであります。 

① 吸収分割に係る割当ての内容 

当社は当該吸収分割に際し、株式会社セントラルファイナンス青森に対して、当該吸収分割により承継する

権利義務の代わりとして、当社が保有する自己の普通株式 17,000 株を交付致します。 

② 承継した事業に係る資産の内容 

総合あっせん債権          986 百万円 

個品あっせん債権         13,097 百万円 

融資債権               58 百万円 

信用保証割賦売掛金        3,670 百万円 

 

２.株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び三井物産株式会社によるコンシューマーファイナンス事業におけ

る戦略的資本業務提携契約の締結について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及びその

子会社、関連会社（株式会社三井住友銀行、三井住友カード株式会社、株式会社クオーク）並びに三井物産株式

会社と事業価値の一層の向上を目指し、独自に培ってきたお互いの特色、ノウハウ・経験、ブランド、顧客基盤

等を相互に活用することにより、お客様のニーズに的確にこたえた良質の商品・サービスを提供するなどコンシ

ューマーファイナンス事業を機軸としたビジネスの相互発展に向けて、同日、包括的な資本業務提携契約を締結

致しました。 

 

３．第三者割当による新株式の発行について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、平成 19 年 5 月 14 日付で第三者割当による新株式の

発行を実施致しました。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行株式数 

普通株式 31,638,000 株 

(2) 発行価額 

1 株につき 金 607 円 

(3) 発行価額の総額 

19,204,266,000 円 

(4) 資本組入額 

1 株につき 金 304 円 

(5) 資本組入額の総額 
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9,617,952,000 円 

(6) 申込日 

平成 19 年 5月 14 日 

(7) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(8) 配当起算日 

平成 19 年 3月 31 日 

(9) 割当先及び株数 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ   12,706,000 株 

株式会社三井住友銀行             6,226,000 株 

三井物産株式会社               12,706,000 株 

(10)資金の使途 

手取金ついては、新株予約権付社債の募集による手取金とあわせて(合計概算額約 385 億円)、その大部分（約

268 億円）を自己資本の充実や既存借入金の返済による有利子負債の削減など、当社の喫緊の課題である財務体

質の強化に充当する予定であります。また、収益基盤拡大に必要となる株式会社クオークとの資本業務提携に

基づく株式取得資金（75 億円）や、業務効率改善やリスク管理充実のために必要となるシステム投資（約 40 億

円）など、当社の戦略的ビジネス展開に現時点で不可欠な投資にも充当する予定であります。 

 

４．第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について 

当社は、平成 19 年 4 月 27 日開催の取締役会決議により、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行を実施致しました。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行総額 

19,500,000,000 円 

(2) 発行価額 

社債額面金額の 100%（社債額面金額 100,000,000 円） 

(3) 発行価格（募集価格） 

社債額面金額の 100% 

(4) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(5) 償還期限 

本社債の元金は、平成 21 年 6月 30 日にその総額を額面 100 円につき金 100 円で償還します。 

(6)  利率 

本社債には利息を付しません。 

(7)  本新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

① 種類 普通株式 

② 数    本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分する（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）数（以下「交付株式数」とい

う。）は、行使する本新株予約権に係る本社債の金額の合計額を転換価額で除して得られる 大整数とす

る。この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。 

(8) 本新株予約権の総数 

195 個 
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(9) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき額 

転換価額は 607 円とします。但し、転換価額は「株式会社セントラルファイナンス第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債」社債要項により修正又は調整されることがあります。 

(10)新株予約権の行使期間 

平成 19 年 5月 15 日から平成 21 年 6 月 29 日まで 

(11)新株予約権の行使の条件 

新株予約権の一部行使はできません。 

(12)割当先 

株式会社三井住友銀行             7,900,000,000 円 

三井物産株式会社               11,600,000,000 円 

(13)資金の使途 

第三者割当による新株式の発行の項に記載のとおりであります。 

 

５.会社分割による事業性融資の保証に係る事業等の分離について 

当社は、三井物産株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及びその子会社、関連会社（株式会社

三井住友銀行、三井住友カード株式会社及び株式会社クオーク）と資本業務提携に関する契約の締結にあたり、

当社における銀行法及びその他法令上の諸条件等への対応を図るため、平成 19 年 4月 27 日開催の取締役会によ

り、事業性融資の保証に係る事業、不動産の売買、管理、賃貸、鑑定及びそれらのあっせんに係る事業、並びに

営業に係る保険代理業務に係る事業及び営業に係る物品等販売業務に係る事業を会社分割し、平成 19 年 6 月 2

日付で株式会社シーエフ信用保証に承継することを決議し、同日、会社分割契約を締結致しました。 

(1) 吸収分割に係る割当ての内容及び分割する事業に係る資産等の内容は次のとおりであります。 

①吸収分割に係る割当ての内容 

本分割は単独分割であることから、株式会社シーエフ信用保証が本分割に際して発行する普通株式 19,000

株のすべてを当社に対して割当てます。 

②分割する事業に係る資産等の内容 

流動資産          440 百万円 

固定資産          776 百万円 

流動負債          278 百万円 

固定負債           0 百万円 

 (2) 承継会社の概要 

① 名 称 株式会社シーエフ信用保証 

② 設立年月日 平成 19 年 4月 26 日 

③ 資 産 の 額 5 百万円 

④ 資 本 の 額 5 百万円 

⑤ 従 業 員 数 0 名（承継会社は設立間もないため従業員はいません。） 
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