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新たな中期経営計画の策定に関するお知らせ 
 

当社グループは、「中期経営計画」(Central  finance “ing”(アイ・エヌ・ジー))を 策

定しました。 

本中計は、本年 4 月に締結した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

的提携の現況等を踏まえ、現時点で反映可能な範囲で策定しています。各社との提携効果

も計画期間内に見込めるものは考慮してありますが、本格的な収益貢献はむしろ 22 年 3 月

期以降に大きく期待できると考えております。新たなビジネスモデルの構築においても、

提携各社の広大な顧客基盤と事業領域を活用した、従来の当社にない事業展開の途上にあ

り、“現在進行形”という意味合いを込めております。 

 

記 

 

1. 中期経営計画の策定にあたって 
 

当社グループは、中部圏を基盤としたクレジット会社であり、全国ネットの販売店網を有す

る大手加盟店から地元の有力企業にいたる幅広いネットワークを通じ、ショッピングクレジッ

トやオートローンといった個品割賦事業を展開しています。また、カード事業においても、Ｃ

Ｆカードや、鉄道、旅行、石油及び自動車関連、百貨店・ショッピングセンター等多岐にわた

る提携カードの発行実績があり、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と、

確かな顧客基盤を有しております。 

 

しかしながら、コンシューマーファイナンス市場は、貸金業法や割賦販売法といった関連業

法の改正への対応や、利息返還請求問題や過剰貸付の抑制に伴う総量規制など、社会的責任や

健全性への要請が急速に高まってきております。また、拡大しているクレジットカード市場に

おいても、システム投資負担の増大や、異業種からの新規参入が激しさを増すなど、大きな激

動期に入っています。このような状況において、コンシューマーファイナンス事業のビジネス

モデルの抜本的な見直しが急務となっております。 

 



このような厳しい局面の打開に向けて、当社グループは、平成 19年 4 月 27 日に締結した三

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業務提携を経営戦略の柱とし、メ

ガバンクの持つ広大な法人・リテール部門の顧客基盤や、大手総合商社が培ってきた幅広い事

業領域、多様な取引における商社機能と連携することにより、コンシューマーファイナンス事

業における新たなビジネス展開をはかっております。 

当社グループは、持続的な成長を実現する「イノベーティブ・カンパニー」として、企業価

値の最大化をはかるため、新たな中期経営計画(Central  finance “ing”(アイ・エヌ・ジー))

を策定いたしました。 

 

2. 中期経営計画の概要 
 

(1) 基本計画 

① 提携シナジーの発揮 ................................シナジー効果：22 年 3 月期 営業収益 100 億円 

② 営業店舗の再編 ........................................ 47 都道府県の営業網を維持、内部業務集約 

③ 人員の再配置 ............................................本部系人員の削減、回収・集中部門の再配置 

④ 物件費等の抑制 ........................................BPR、販売促進費関連、貸倒関連費用圧縮 

⑤ 有利子負債の圧縮 ....................................強固な財務体質を構築 

 

中期経営計画は、上記の基本計画に基づいて推進し、平成 22 年 3月期の主要目標（連結ベー

ス）として、経常利益 86 億円、EPS（1 株利益）36円、ROIC2.1％、EBIT169 億円、NetDER5.2

倍を目指します。 

※ 計画の詳細につきましては、別紙「新中期経営計画」をご参照願います。 

 

(2) 取り巻く環境変化への対応 

取り巻く環境変化に前倒しで対応することにより、次の飛躍を期しております。 

① 貸金業法改正への対応 ............................上限金利引下げ、総量規制への対応 

② 割賦販売法改正（予定）への対応.........特商法等加盟店取引の厳格化 

 

(3) 20年3月期の施策 

20年 3月期決算においては、中期経営計画のスタートにあたり、次の施策を実行いたします。 

① 利息返還損失請求への対応 .............利息返還損失引当金繰入額  35 億円 

② クオーク経営統合への対応 .............事業移転損失引当金繰入額  37 億円 

③ キャリアプラン支援、人員構成の是正....割増退職金         18 億円 

 

以上 
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Ⅰ‐Ⅰ‐1.1.Central FinanceCentral Finance““ inging ((ｱｲ･ｴﾇ･ｼﾞｰｱｲ･ｴﾇ･ｼﾞｰ))””

はじめにはじめに

当社は、平成当社は、平成1919年年44月月2727日付で株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行、三井住友日付で株式会社三井住友フィナンシャルグループ、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、コンシューマーファイナンス事業を機軸としたビジカード株式会社、株式会社クオーク、及び三井物産株式会社と、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を行うことを合意いたしました。ネスの相互発展に向けて、包括的な資本業務提携を行うことを合意いたしました。

現在、本提携に則って現在、本提携に則って66者間の提携推進委員会、及び株式会社クオークとの合併準備委員会をそれぞれ設置し、者間の提携推進委員会、及び株式会社クオークとの合併準備委員会をそれぞれ設置し、

具体的な業務提携ならびに合併の早期実現に向けて協議を進めています。さらに、本提携以降、三井住友フィナン具体的な業務提携ならびに合併の早期実現に向けて協議を進めています。さらに、本提携以降、三井住友フィナン

シャルグループと株式会社オーエムシーカードとの提携も発表され、当社カード戦略は銀行グループ連携を含めてシャルグループと株式会社オーエムシーカードとの提携も発表され、当社カード戦略は銀行グループ連携を含めて

新しい展開を検討中であります。新しい展開を検討中であります。

今回の中期経営計画は、本提携の現況等を踏まえ、現時点で反映可能な範囲で策定しています。各社との提携今回の中期経営計画は、本提携の現況等を踏まえ、現時点で反映可能な範囲で策定しています。各社との提携
効果も計画期間内に見込めるものは考慮してありますが、本格的な収益貢献はむしろ効果も計画期間内に見込めるものは考慮してありますが、本格的な収益貢献はむしろ22/322/3期以降に大きく期待で期以降に大きく期待で

きると考えています。ビジネス的にみても、提携各社の広大な顧客基盤と事業領域を活用し、従来の当社にない事きると考えています。ビジネス的にみても、提携各社の広大な顧客基盤と事業領域を活用し、従来の当社にない事

業展開が可能となります。業展開が可能となります。

当社は今、この新しい成長路線を歩みはじめた所であり、本計画は来年、さらにもう一歩進んだ姿（合併新会社）当社は今、この新しい成長路線を歩みはじめた所であり、本計画は来年、さらにもう一歩進んだ姿（合併新会社）
で再策定を予定しています。「で再策定を予定しています。「Central FinanceCentral Finance ““ inging ((ｱｲ･ｴﾇ･ｼﾞｰｱｲ･ｴﾇ･ｼﾞｰ))””」」 当社の進化はこれからも続きます。当社の進化はこれからも続きます。
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Ⅰ‐Ⅰ‐2.2.セントラルファイナンスグループの将来像セントラルファイナンスグループの将来像

海外

展開

海外

展開

ジョイント

ベンチャー

ジョイント

ベンチャー

非金融

ビジネス

非金融

ビジネス

ビジネス

モデル化

ビジネス

モデル化

新しい

マーケット

開拓

新しい

マーケット

開拓

共通化・

集中化

できるもの

共通化・

集中化

できるもの

新ビジネス創造

アウト

ソーシング

アウト

ソーシング

イノベーティブ・カンパニーへイノベーティブ・カンパニーへ

グループ会社群

現行ビジネスラインナップ

カード クレジット オート 集金代行 銀行保証

エネルギー鉄鋼 食料化学機械

リテール
ライフ

スタイル

ｺﾝｼｭｰﾏｰ

ｻｰﾋﾞｽ
情報 物流 金融

鉄道鉄道

公共

機関

公共

機関
CVSCVS

石油石油 呉服呉服 百貨店百貨店 自動車自動車 通販通販

地銀地銀

原料

非鉄

プライム

新しい市場・顧客の開拓

既存の市場・顧客との融合
• 構造改革を実行し、徹底

した効率化追求

飛躍

企業責任
安心・信頼

成長

筋肉質

• 本体ビジネスフィールドに
とらわれず新ビジネス創造

• グループ会社展開推進

• 連結経営の強み最大化



Ⅱ 19.4.27 戦略的資本業務提携
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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

総合金融サービス

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

総合金融サービス

大手総合商社としての顧客基
盤・商社機能

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

大手総合商社としての顧客基
盤・商社機能

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

高い商品力とブランド力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扱高高いショッピングクレジット取扱高

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加盟店ま
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

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加盟店ま
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

ⅡⅡ‐‐1.1. 19.4.2719.4.27 戦略的提携の概要戦略的提携の概要 ①①

戦略的提携による企業価値最大化戦略的提携による企業価値最大化戦略的提携による企業価値最大化

財務安定性財務安定性
の強化の強化

2,6002,600万人の万人の

個人顧客基盤個人顧客基盤

規模規模

国内外の広範な国内外の広範な
事業領域と顧客基盤事業領域と顧客基盤

ブランドブランド

商社機能商社機能

新たにSMFGグループ入り、会員募集力新たにSMFGグループ入り、会員募集力
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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

ⅡⅡ‐‐11.. 19.4.2719.4.27 戦略的提携の概要戦略的提携の概要 ②②

（注１） 新株予約権付社債転換後における各社の決議権比率はそれぞれ以下の通りとなります。（発表日現在）
・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%

（注２） 当社とクォークとは、平成21年4月までに合併し、三井住友フィナンシャルグループおよび
三井物産の持分法適用会社となることを検討しております。

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により、
財務基盤を強化し、戦略投資を積極推進

銀行銀行 商社商社

信販信販

普通株式
約77.1億円
（10.0%）

普通株式
約37.7億円

（4.9%）

新株予約権付社債
79.0億円

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
75.0億円
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SMFG、SMBC、三井物産
からCFへの出資

SMBCがCB転換、CFを関
連会社化

CFがクオークに出資、関連
会社化

三井物産がCB転換、CFを
関連会社化

CFとクオークが合併

ⅡⅡ‐‐22.. 資本提携のロードマップ資本提携のロードマップ

CF

三井物産

SMFG

SMBC

出資

CF

三井物産

SMFG

SMBC

持分法適用

QUOQCF

三井物産

SMFG

SMBC

持分法適用

SMFG

QUOQCF

三井物産 SMBC

持分法適用

Step 1
19/5/14
Step 1Step 1
1919/5/14/5/14 Step 2

19/6/7
Step 2Step 2
1919/6/7/6/7

Step 3
19/7/2

Step 3Step 3
1919/7/2/7/2

Step 4
（予定）

Step 4Step 4
（予定）（予定）

Step 5
21/4/1迄（予定）

Step 5Step 5
2211/4/1/4/1迄（予定）迄（予定）

段階的に三井住友FG・三井物産との資本提携を完成段階的に三井住友段階的に三井住友FGFG・三井物産との資本提携を完成・三井物産との資本提携を完成

CF＋QUOQ

三井物産

SMFG

SMBC

合併

持分法適用持分法適用
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Ⅱ‐Ⅱ‐33.. 提携戦略提携戦略

持続的成長への経営課題 【その全てに対応】

① ③

② ④

クレジットカード事業の強化トップラインの成長

個品割賦事業のステータス向上自己資本増強

戦略的提携は、企業価値を向上させるためのベストプラン

市場成熟・縮小傾向、割販法改正議論

事業規模拡大へ合従連衡は選択肢

商品の多様化、少額決済増加

システム対応力、コストパフォーマンス

自社の活動枠を越えた販売チャネル獲得

新しい事業展開のための強力なパートナーシップ

自己資本充実

過払金返還請求増加、貸金業法改正
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三井物産の事業開発力、

海外ネットワーク

三井住友カードのブランド力、

商品サービス力

三井物産の取引先、関係会社等 →多種多様な企業群

三井住友銀行の取引先 →メガバンク法人顧客基盤

Ⅱ‐Ⅱ‐33.. 提携戦略提携戦略
①トップラインの成長①トップラインの成長

従来までの当社

（スタンドアローン）

カード事業

クレジット事業

個人ファイナンス事業

自身の経営資源（人・物・金）

のみで事業展開

従来から変わらない

得意先活動

販売チャネル

ビジネスノウハウ、設備

事業領域 など

新しい販売チャネル、収益機会創出

提携先、会員へ付加価値
収益機会創出

非金融ビジネスや
海外進出（カード、クレジット事業）

収益機会創出

SMFG、三井物産グループ企業として信用力向上
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Ⅱ‐Ⅱ‐33.. 提携戦略提携戦略
②自己資本増強②自己資本増強

株主資本価値向上と財務安定性の両立株主資本価値向上と財務安定性の両立株主資本価値向上と財務安定性の両立

535億円
560億円

512億円

純資産

744億円
（860億円）

17年3月期
（実績）

18年3月期
（実績）

19年3月期
（実績）

22年3月期
（計画）

資本提携による増加

※） 22年3月期（ ）内は

三井物産保有の
新株予約権付社
債転換後

271億円
（387億円）

（注１）EPS、ROE及び負債倍率は、三井物産保有の新株予約権付社債転換前のものです。

10.0倍 9.0倍 8.5倍 5.2倍負債倍率

EPS

ROE

3円 19円33円

0.6%6.2%

36円

6.8%3.4%

（注１）
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Ⅱ‐Ⅱ‐33.. 提携戦略提携戦略
③クレジットカード事業の強化③クレジットカード事業の強化

三井物産取引先、関係会社等の紹介

（コンシューマー、物流、メディア、IT関連等）

販促支援ツールの提供

三井物産の持つ事業開発力と当社の金融・

決済機能を融合

モバイルを活用した新規事業展開

三井住友銀行取引先の紹介

金融商品の提供等、会員サービス

「ゴールドカード」サービス

「法人カード」サービス

Customer Relationship Management （CRM)

事務・システム部門の共同化や次世代システム共同開発の検討

共同顧客開拓（ブランド相互補完）
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Ⅱ‐Ⅱ‐33.. 提携戦略提携戦略
④個品割賦事業のステータス向上④個品割賦事業のステータス向上

クオークと経営統合（合併）を協議
三井住友銀行グループの両社が合従連衡、合併で事業規模拡大

19年7月、クオークの第三者割当増資を引受け、筆頭株主として資本参加

成熟化した個品割賦市場でシェアを引き上げ、市場プレゼンスを高める

コアビジネス（クレジット事業） No.1企業を目指す

信販業界
3～4番手 業界トップを

標榜できる

厳しい業界環境下

合併で規模拡大

CF個社

CF＋クオーク

■アジア（ASEAN）をターゲットとした海外展開

■割賦販売事業＆クレジットカード事業の展開

さらに、

ビジネスフィールドは世界へ



ⅢⅢ 新中期経営計画新中期経営計画
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Ⅲ‐Ⅲ‐1.1. 1919年度決算修正年度決算修正

△65億円△39億円26億円当期純利益

差異修正計画当初計画

決算修正サマリー （20年3月期連結業績予想）

経営環境変化へ適切、かつ前倒し対応 ⇒ 新環境下で次の飛躍を期す経営環境変化へ適切、かつ前倒し対応経営環境変化へ適切、かつ前倒し対応 ⇒⇒ 新環境下で次の飛躍を期す新環境下で次の飛躍を期す

クオーク経営統合対応

住宅ローン事業移転損失引当

△37億円

経営統合前に事業の選択と

集中を推し進め、統合新会社

の収益力強化を目指す

利息返還請求対応

利息返還損失引当金繰入

△35億円

請求件数、処理金額とも

第1四半期から減少中

人員削減、キャリアプラン支援

早期退職募集コスト

△18億円

業務集約で総人員圧縮を

図るほか、100名規模で

早期退職募集
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Ⅲ‐Ⅲ‐22.. 経営目標経営目標
①主要経営指標①主要経営指標

19/3期（実績） 20/3期（計画） 21/3期（計画） 22/3期（計画）18/3期（実績）

億円

0

50

100

150

200

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

EBIT（億円） 経常利益（億円） ROIC(%)

18/3期
（実績）

19/3月期
（実績）

20/3期
（計画）

21/3期
（計画）

22/3期
（計画）

ＥＰＳ（円） 3 19 -29 20 36

ＲＯＩＣ(％) 2.0% 1.7% 1.1% 1.5% 2.1%

ＥＢＩＴ（億円） 188 150 88 119 169

経常利益（億円） 134 89 13 40 86

Ｎｅｔ ＤＥＲ（倍） 9.0 8.5 5.9 5.8 5.2
注１）ＥＰＳ（Ｅａｒｎｉｎｇｓ Ｐｅｒ Ｓｈａｒｅ）＝　税引後当期利益／期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）
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＋純資産
注４）純有利子負債　＝　有利子負債－現金及び預金
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／純資産
注７）ＥＰＳ、ＲＯＩＣ及びＮｅｔ ＤＥＲは、三井物産保有の新株予約権付社債転換前

(注7)
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Ⅲ‐Ⅲ‐22.. 経営目標経営目標
②利益計画②利益計画【【連結連結】】

28 49

86

1,060

22/3期（計画）

40

1,003

21/3期（計画）

-39

13

981

20/3期（計画）

18

89

1,064

19/3期（実績）

3

134

1,062

18/3期（実績）

当期純利益

経常利益

営業収益

億円

19/3期（実績） 20/3期（計画） 21/3期（計画） 22/3期（計画）18/3期（実績）
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Ⅲ‐Ⅲ‐22.. 経営目標経営目標
②利益計画②利益計画【【個別個別】】

26 46

80

952

22/3期（計画）

40

917

21/3期（計画）

-37

16

913

20/3期（計画）

19

89

1,009

19/3期（実績）

1

132

1,012  

18/3期（実績）

当期純利益

経常利益

営業収益

億円

19/3期（実績） 20/3期（計画） 21/3期（計画） 22/3期（計画）18/3期（実績）
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1,000

Ⅲ‐Ⅲ‐22.. 経営目標経営目標
③事業別営業計画③事業別営業計画【【個別個別】】

1,009

913 917
952

億円
事業別営業収益計画

億円

30.4%
20.7%

19.8%
23.2%

26.8%

14.5%

9.0%

10.9%

12.0%

14.0%

11.1%

7.6%

21/3期

（計画）

19/3期

（実績）

20/3期

（計画）

22/3期

（計画）

その他事業

オートローン

クレジット

キャッシング

ローンカード

ショッピング

金利収入から手数料収入主体へ転換

19/3期 20/3期 21/3期 22/3期

（実績） （計画） （計画） （計画）

カード事業 544 512 515 524
 　ショッピング 146 157 208 255
　 キャッシング 307 265 225 197
 　ローンカード 91 90 82 72

クレジット事業 344 294 286 295
　 クレジット 234 193 184 189
　 オートローン 110 101 102 106

その他事業 121 107 116 133

合計 1,009 913 917 952
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ⅢⅢ‐‐33.. 対処すべき経営課題、環境変化対処すべき経営課題、環境変化

①貸金業法改正①貸金業法改正 上限金利引下げ、総量規制上限金利引下げ、総量規制

1,555キャッシング残高 計

1,166貸付金利18% 超

389貸付金利18% 以下

貸付金利別残高（19年9月末）
（億円）

※） キャッシング残高は信用保証分を含む

総量規制（自主規制）対応

貸付抑制等想定残高（19年9月末）

他社含め総額超過対象 314

専業主婦等 79

対象会員貸付残高 計 393 億円 ※）

貸付金利 引下げ済み

クレジットカード （19年5月&7月～）

ローンカード （19年10月～）

貸付金利 引下げ済み

クレジットカード （19年5月&7月～）

ローンカード （19年10月～）

新貸金業協会設立協議会 自主規制（案）遵守

システム改修中、完了次第実施

新貸金業協会設立協議会 自主規制（案）遵守

システム改修中、完了次第実施

※） 総量規制（自主規制）主旨を踏まえ

当社収集可能な情報の中で、一部推

測を加えて見積もり

貸付残高計画貸付残高計画

キャッシング （カード、ローンカード）

1,166 917
562

655
1,014

1,597

0

500

1,000

1,500

19年9月 19年度 20年度 21年度

旧金利貸付 新金利貸付

2,000
（億円）

389
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顧客の安心、安全

加盟店指導、適正販売管理

取引兆候変化へ迅速対応

加盟店財務内容の健全性

ⅢⅢ‐‐33.. 対処すべき経営課題、環境変化対処すべき経営課題、環境変化

②割販法改正（予定）②割販法改正（予定） 特商法等取引関連特商法等取引関連

法改正主旨を鑑み、

加盟店与信基準を厳格化

消費者相談センター消費者相談センター

自社取引実績自社取引実績

業界加盟信用情報機関業界加盟信用情報機関

外部信用情報機関外部信用情報機関

当社の社会的責任当社の社会的責任当社の社会的責任

特商法等加盟店取引を、従来より

一層厳格な基準で審査

（現在でも、当該加盟店取引は他社比少ないが）

約480社取引回避等合計

約330社取引回避予定

144社取引停止済み

本年度稼動先等を一斉調査実施

顧客から合理的な苦情等が1件でも発生すれば

加盟店取引解除も含めて徹底審査方針
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Ⅲ‐Ⅲ‐44.. 全体計画全体計画【【個別個別】】
①①33ヶ年計画サマリーヶ年計画サマリー

19年3月期（実績） 22年3月期（計画） 中長期展望

成長戦略
（営業収益拡大）

※貸付金利引下前（グロス）

コスト構造改革

人員削減▲500人

廃店、機能転換▲31店

事業販促費等削減

システム費、BPR

経常利益

89億円
80億円

流動化▲

貸付金利

引下げ▲

提携シナジー

約100億円

クオーク経営統合

合併シナジー

200億円

超

経常利益

提携&合併シナジー最大化

収益見合コスト（グロス）

市場金利上昇

カード決済分野拡大

カードシステム投資

（過払金負担削減）



© 2007 Central Finance Co., Ltd. 24

Ⅲ‐Ⅲ‐44.. 全体計画全体計画【【個別個別】】
②提携シナジー②提携シナジー

主な提携施策

提携カードの発行（銀行中堅取引先紹介）

当社顧客・加盟店の紹介

持分法適用会社化による借入コストの低減

プロパーカードの増強（商品力、ＣＲＭ強化）

提携カードの共同推進

バックヤードの共同化によるコスト削減

関連会社や取引先との提携カードの発行（電子マ

ネー含む）、クレジット、オートローン、仕入れ決済

商品等の販売

海外でのクレジット事業、カード事業の展開

提携シナジー効果提携シナジー効果提携シナジー効果

約１００億円22.3期

営業収益

約５０億円21.3期

種まき期間20.3期
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Ⅲ‐Ⅲ‐44.. 全体計画全体計画【【個別個別】】
③③営業店舗営業店舗再編および人員削減再編および人員削減

営業店、本部系人員の削減

店舗の統廃合、集約により営業店人員を削減

本部の間接部門人員等の削減

営業店、本部人員の集中部門への再配置
営業店、本部で削減した人員を回収、集中部門へ配置転換

社員置き換えにより臨時雇用を削減

提携戦略推進への人員投入
提携戦略推進の為に得意先、内部人員を投入

早期退職優遇制度の実施
平成２０年１月に１００名規模で募集

営業店、本部系人員の削減

店舗の統廃合、集約により営業店人員を削減

本部の間接部門人員等の削減

営業店、本部人員の集中部門への再配置
営業店、本部で削減した人員を回収、集中部門へ配置転換

社員置き換えにより臨時雇用を削減

提携戦略推進への人員投入
提携戦略推進の為に得意先、内部人員を投入

早期退職優遇制度の実施
平成２０年１月に１００名規模で募集

営業力を確保した店舗再編

４７都道府県をカバーする営業店舗網を維持

商圏が近い店舗等の統廃合により効率的に配置

内部業務の集約

調査機能を地区の中核店に集約

地域性を考慮した受付・調査体制を維持

営業力を確保した店舗再編

４７都道府県をカバーする営業店舗網を維持

商圏が近い店舗等の統廃合により効率的に配置

内部業務の集約

調査機能を地区の中核店に集約

地域性を考慮した受付・調査体制を維持

営 業 店 舗 再 編

人 員 削 減

19年4月1日 再編後の姿

調査併設支店

４６店舗

営業特化支店
・営業所
３９店舗

調査併設支店
２２店舗

営業特化支店

・営業所

５６店舗

総人員数

(社員)

(臨時)

19.3期

４，０６１人

(２，７４２人)

(１，３１９人)

22.3期

３，５６５人

(２，５７５人)

( ９９０人)

△約５００人

(△約１７０人)

(△約３３０人)

※人員数は期中平均人員

※店舗数はセントラルファイナンス青森から譲り受けた3店舗を含む
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Ⅲ‐Ⅲ‐44.. 全体計画全体計画【【個別個別】】
④物件費等抑制④物件費等抑制

早期退職優遇制度の実施

催事・集中センター等の人材派遣の削減

加盟店ロイヤリティーの削減

クレジット事業のキャンペーン費用の削減

ＢＰＲ・コスト削減のプロジェクト

カード業務のイニシャル・ランニングスコストの削減

業務委託費用の削減

具 体 策

管理費
関連

人 件 費人 件 費

回収部門への人員投入

貸金業法対応等による与信審査基準の厳格化

特商法加盟店の高リスク債権の圧縮

住宅事業の貸倒負担削減

抑 制 項 目 効果（億円）

貸倒関連費用貸倒関連費用

販促費
関連

物 件 費物 件 費

２１６

19.3期

△２２１９４

増減22.3期

４００

19.3期

＋２５４２５

増減22.3期

２１２

19.3期

△３４１７８

増減22.3期

４００

19.3期

△１１３８９

増減22.3期

（シナジー投資費用除き）
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ⅢⅢ‐‐4.4. 全体計画全体計画【【個別個別】】
⑤有利子負債圧縮⑤有利子負債圧縮

有利子負債
継続圧縮

有利子負債
継続圧縮 調達の多様化調達の多様化

三井住友銀行を中心とした

安定的な調達体制の確立

三井住友銀行を中心とした

安定的な調達体制の確立

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

銀行等借入金

NET DER

億円 倍

5,391

4,918

4,625
4,454

4,345

18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期

調達基盤のさらなる安定化

ＮＥＴ ＤＥＲ【個別】 5.1倍を計画

強固な財務体質を構築
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AppendixAppendix

計数資料【連結】
（単位：億円）

18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期
（実績） （実績） （計画） （計画） （計画）

営業収益 1,062 1,064 981 1,003 1,060

営業費用 933 979 968 962 980

販売費及び一般管理費 837 873 838 816 811

金融費用 54 61 75 79 83

その他の営業費用 42 46 55 67 87

営業外損益 5 4 -1 -1 6

経常利益 134 89 13 40 86

特別損益 -129 -60 -61 -1 -1

当期利益 3 18 -39 28 49

総資産 11,859 12,082 12,157 12,092 12,248

純資産 560 512 696 706 744

純有利子負債 5,028 4,336 4,108 4,091 3,898



本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包する
ものです。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化する可能性があることにご留意ください。
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