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平成２０年３月期 決算短信 
平成 20 年 5月 16 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）執行役員経営企画部長（氏名）小 幡 浩 之    ＴＥＬ （052）203－1111（代表） 

定時株主総会開催予定日  平成 20 年 6 月 26 日 

有価証券報告書提出予定日 平成 20 年 6 月 27 日 

１．20 年 3月期の連結業績（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 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  ％

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

97,211 (△8.7) 

106,425 ( 0.2) 

△19,219 (  ― )

8,491 (△34.0)

△19,079 (  ― ) 

8,888 (△33.7) 

△23,840 (  ― )

1,837 ( 504.5)

 

 
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 ％ ％ ％

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

△178  65  

19  12  

― 

― 

△48.4 

3.4 

△1.6  

0.7  

△19.8 

8.0 

(参考) 持分法投資損益       20 年 3 月期    △334 百万円  19 年 3 月期    △108 百万円 

(注)20 年 3 月期の潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しておりますが 1株当たり当期
純損失であるため記載しておりません。また、19 年 3 月期の潜在株式調整後 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。 

 

(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

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

1,175,037   

1,208,237   

47,344   

51,152   

4.0   

4.2   

348  77  

531  64  

(参考) 自己資本             20 年 3 月期   47,344 百万円  19 年 3 月期   51,152 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

20 年 3月期 

19 年 3 月期 

22,451   

68,666   

△17,904   

1,319   

△20,770   

△46,906   

51,662   

67,716   

 

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 ％ ％

19 年 3 月期 

20 年 3 月期 

4 50  

4 50  

4 50  

―  

9 00  

4 50  

866  

611  

47.1  

―  

1.6  

1.0  

21 年 3 月期 

（予想） 
―  ―  0 00   ―   

 

３．21 年 3月期の連結業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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

第２四半期連結累計期間 

通    期 

46,900 (△4.3) 

93,900 (△3.4) 

1,400 ( ― )

3,000 ( ― )

1,100 (417.3)

2,600 ( ― )

1,000 ( ― ) 

3,100 ( ― ) 

7  37 

22  84 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 2 - 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動         有 

新規  １社（株式会社シーエフ信用保証） 

(注)詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 

(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、19 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」

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） 20 年 3 月期 144,785,822 株  19 年 3 月期 98,678,958 株 

②期末自己株式数           20 年 3 月期  9,038,845 株  19 年 3 月期  2,462,900 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、38 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 

１.20 年 3 月期の個別業績(平成 19 年 4月 1 日～平成 20 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  ％

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

90,778 (△10.0) 

100,891 ( △0.3) 

△19,298 (  ― )

8,525 (△33.7)

△18,922 (  ― ) 

8,936 (△32.3) 

△23,587 ( ― )

1,912 ( ― )

 

 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

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

△176  70  

19  86  

―  

―  

(注)20 年 3 月期の潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しておりますが 1株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。また、19 年 3月期の潜在株式調整後 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。 

 

(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

20 年 3 月期 

19 年 3 月期 

1,169,342   

1,197,067   

46,461   

49,649   

4.0   

4.1   

342  14  

515  75  

(参考) 自己資本       20 年 3 月期   46,461 百万円  19 年 3 月期   49,649 百万円 

 

２．21 年 3月期の個別業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）  

 
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

第２四半期累計期間 

通    期 

43,600 (△5.0) 

87,200 (△3.9) 

1,200 ( ― )

2,700 ( ― )

1,300 ( ― )

3,000 ( ― )

1,200 ( ― ) 

3,400 ( ― ) 

8  84 

25  04 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

業績予想の前提となる仮定等については、5ページ「1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析（次期の見通し）」

をご覧ください。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

消費者信用業界は、貸金業規制法の改正や割賦販売法の見直しを背景に、転換期を迎えておりますが、クレジッ

トカード市場は、ＩＴ技術の進歩とともに依然として着実な発展と拡大を持続しております。 

こうしたなか、当社グループは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推進すべく、平

成 19 年 4 月 27 日に三井住友フィナンシャルグループ（以下、ＳＭＦＧグループ）及び三井物産との間で戦略的提

携を締結致しました。 

この戦略的提携は、当社グループにおける経営戦略の柱であり、株式会社セントラルファイナンス、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、そして、

三井物産株式会社の提携６社が、お互い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

等を相互に活用し、お客様のニーズにこたえた良質の商品・サービスの提供によって、提携各社の事業価値のより

一層の向上を目指すものであります。 

これまでの提携実績には、株式会社三井住友銀行、マツダ株式会社、当社及び米国フォードグループによる日本

国内の自動車販売金融事業における戦略的提携や、三井住友カード株式会社とのジョイントによるゴールドカード

の発行、そして、三井物産オートモーティブ株式会社等、三井物産関連会社・出資先等に対する当社サービスの提

供及び、フェリカポケットマーケティングとの協業等、当社カード会員・加盟店に対する三井物産関連の商品・サ

ービスの提供開始を挙げることができます。 

 

また、平成 19 年 11 月 16 日には、持続的な成長を実現する「イノベーティブ・カンパニー」（※「innovative（イ

ノベーティブ）」は、英語で「革新的な～」の意）として企業価値の 大化をはかるため、新中期経営計画「Central 

Finance “ing”（アイ・エヌ・ジー）」を策定し、さらに平成 20 年 2 月 29 日には、戦略的提携を一歩発展させた

形として、当社、株式会社オーエムシーカード及び株式会社クオークとの３社合併の基本契約を締結致しました。 

当社グループは、今まさに新たな成長路線を歩み始めたところであり、新中期経営計画「Central Finance “ing”」

のもと、さらなる発展に向け現在進行形で進化を続けております。 

 

しかしながら、当期の経営成績につきましては、事業環境の激変により、営業収益は前年同期比 8.7%減収の 972

億 11 百万円となりました。 

また、経常利益につきましては、営業収益の減収に加え、利息返還請求に対する見積りの見直しにより、212 億

65 百万円の利息返還損失引当金繰入額を計上したことなどから、190 億 79 百万円の経常損失を計上致しました。 

さらに、特別損失として、事業移転損失引当金繰入額 37 億円、早期退職募集による割増退職金支給 13 億 96 百万

円、提携によるアドバイザリー手数料等 10 億 82 百万円、投資有価証券評価損 9億 54 百万円などを計上したことに

より、238 億 40 百万円の当期純損失を計上しております。 

 

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） 

総合あっせん部門では、公共料金や少額決済を取扱う加盟店の拡大でクレジットカードが消費生活に浸透してき

たことを背景に、積極的に事業展開をした結果、拡大基調を継続しております。 

当社が独自に発行するプロパーカードでは、ETC カードを意識した会員募集に注力しました。平成 19 年 12 月に

は、三井住友カード株式会社との提携に基づく第 1 号商品として、三井住友カードとＶＪＡグループ（旧ＶＩＳＡ

ジャパン協会）のサービスに、当社オリジナルサービスの「ＣＦスーパーロードサービス」「ワンダフルプレゼント

21」等を兼ね備えた「ＣＦ Ｃａｒｄ ＧＯＬＤ」を発表し、募集を開始しております。 

一方、提携カードでは、ショッピングセンター・ホームセンター・スポーツクラブといった生活に密着した業界

を中心に、新規カードを企画・推進しました。平成 19 年 8月には北陸の大手ドラッグストア、平成 19 年 12 月には

阪神地区 大級の地域密着型ショッピングセンターとの提携に至っております。 

また、加盟店開拓においては、東京都水道局及び横浜市水道局との契約により上下水道料金、社会保険庁との契

約により国民年金保険料のクレジットカード決済を可能に致しました。 
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さらに、メインカード化を図るべく、当社カードのポイントサービス「ワンダフルプレゼント 21」のポイント有

効期限を３年に延長するとともに、利用額に応じて段階的にポイント付与率が上がるステージ制も導入して、通常

のショッピングだけでなく電気・ガス・水道などの公共料金の支払いにおけるカード利用も促進しております。加

えて、顧客属性やカード利用情報に基づいてセグメント化したダイレクトメールを作成し、Ｗｅｂサイトやメール

マガジン送信と連携した効果の高い利用促進ＤＭづくりに注力しました。ＣＦＩＣＳ（シーフィックス：データウ

ェアハウスによる会員分析システム）を活用して、会員ごとの利用予測モデルを構築し、個々の顧客に応じてアプ

ローチする「１ｔｏ１」（ワントゥワン）の利用促進策を講じております。その一方で、与信審査においては、クレ

ジットカードを取り巻く昨今の環境を考慮し、審査基準の厳格化を図っております。 

この他、平成 19 年 11 月には、これまでのマスターカードに加え、新たにＶＩＳＡのアクワイアリング業務（加

盟店を獲得し、管理する業務）を開始し、提携先との関係強化と当社グループの取扱高拡大に向けた基盤整備を行

っております。また、カード事業に係わるビジネスの１つとして、石油元売大手が発行するハウスカードの業務を

全面的に受託しております。 

この結果、当部門の取扱高は 5,459 億 31 百万円(前年同期比 10.0%増)、営業収益は 135 億 84 百万円(前年同期比

2.7%増)となりました。 

 

（個品あっせん部門） 

個品あっせん部門では、割賦販売法の見直しや、「特定商取引に関する法律」の規制強化に的確に対応するため、

加盟店管理の施策を充実させております。平成 19 年 11 月 16 日に公表した新中期経営計画では、個品割賦市場にお

ける当社の社会的責任の重さを認識するとともに、加盟店の与信基準の厳格化に向けて、取引方針の明確化を図り

ました。 

この影響により、呉服やリフォームといった業種の取扱は大幅に減少しておりますが、テレビショッピングや通

信販売などのショッピングクレジットは堅調に伸びております。また、オートローンについては、自動車販売の低

迷や与信の厳格化などにより減少しておりますが、その中にあって残価設定型オートローンは顧客ニーズを捉え、

外車や軽自動車における取扱の落ち込みを低く抑えております。 

また、新たな企画としては、優良加盟店や戦略的な加盟店をターゲットに、他社に先駆けて開発した「デジタル

ペン」によるクレジット申込を推進しており、お客様が申込書に記入した内容を電子化・暗号化することで、個人

情報保護の強化や申込用紙の移動の省略につながり、業務の効率化を図っております。 

当部門の取扱高は 3,608 億 21 百万円(前年同期比 11.9%減)、営業収益は 215 億 58 百万円(前年同期比 18.1%減)

となりました。 

 

（信用保証部門） 

信用保証部門では、地方銀行や信用金庫を中心に金融機関の個人無担保ローン保証を推進しておりますが、オー

トやリフォーム等の提携ローン保証の取扱減少により、当部門の取扱高は 5,306 億 56 百万円(前年同期比 8.7%減)

となりました。また、営業収益は 139 億 43 百万円(前年同期比 1.2%減)となりました。 

 

（融資部門） 

融資部門では、与信の厳格化を進めつつも、ＣＦＩＣＳ等の活用により、これまでにない新たな顧客層の開拓に

努めております。クレジットカードによるキャッシングにおいては、平成 19 年 7 月新規利用分より、利息制限法の

上限を下回る利率に引き下げております。また、多様な顧客ニーズへの対応に向け「ＣＦ ＶＩＰローンカード」を

前年度より発売し、積極的に推進しております。 

この結果、当部門の取扱高は 1,811 億 54 百万円(前年同期比 8.6%減)、営業収益は 349 億 81 百万円(前年同期比

14.2%減)となりました。 

 

（その他） 

その他の部門につきましては、集金代行業務やコンビニ収納業務といった資金回収に伴う手数料ビジネスが引き

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ており、幅広い分野での提携に結びつい

ております。その他部門の取扱高は、1 兆 101 億 95 百万円(前年同期比 11.4%増)、営業収益は 127 億 64 百万円(前

年同期比 11.6%増)となりました。 
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（次期の見通し） 

消費者信用産業を取り巻く環境は、貸金業法の段階的施行に加え、割賦販売法の改正が見込まれ、当社グループ

が、コンシューマーファイナンス会社として発展し、より強固な企業体質を築くためには、引き続き厳しい局面が

続くものと予想されます。このような状況にありまして、次期の業績予想は、以下のとおりと致します。 

（％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 

1 株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

連 結 

個 別 

93,900 (△3.4) 

87,200 (△3.9) 

3,000 ( ― )

2,700 ( ― )

2,600 ( ― )

3,000 ( ― )

3,100 ( ― ) 

3,400 ( ― ) 

22  84 

25  04 

 

(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 1,750 億 37 百万円、前期末比 331 億 99 百万円の減少となりました。主な営

業資産であります割賦売掛金は、4,722 億 1 百万円、前期末比 414 億 39 百万円の減少であります。減少要因として

は、ショッピングクレジット、オートローン、キャッシングといった取扱高の減少及び、債権の流動化によるもの

です。 

また、投資有価証券につきましては、株式会社クオークへの出資によって増加した反面、保有株式の時価下落に

より、前期末比 20 億 33 百万円の増加、245 億 94 百万円となっております。 

一方、負債は、1 兆 1,276 億 92 百万円、前期末比 293 億 91 百万円の減少であります。主な減少要因は、借入金

やコマーシャルペーパーといった有利子負債を圧縮したことによるものであり、有利子負債の残高は、前期末の

5,013 億 33 百万円から 434 億 10 百万円減少し、4,579 億 23 百万円となっております。 

また、利息返還損失引当金は、見積りの見直しに伴い、前期末比 124 億 30 百万円増加の 261 億 6 百万円となって

おります。 

純資産は、473 億 44 百万円、前期末比 38 億 8百万円の減少であります。これは、資本増強により、資本金が 135

億 67 百万円、資本準備金が 135 億 39 百万円、合計 271 億 7 百万円増加する一方、当期純損失等の計上によって利

益剰余金が前期末比 249 億 34 百万円減少したこと及び、その他有価証券評価差額金が前期末比 41 億 77 百万円減少

したことによるものです。 

 

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は、前期末に比べて 160 億 53 百万円減少し、当期末残高は、516 億

62 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、224 億 51 百万円の増加となりました。これは税金等調整前当期純損失を

263 億 46 百万円計上する一方で、売上債権が 590 億 34 百万円減少したことによるものです。なお、売上債権の減

少につきましては、取り巻く環境変化の影響や、良質債権の確保並びに加盟店採算の重視に向けて売上債権を厳選

しこと及び、債権の流動化を実施したことに起因しております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、179 億 4 百万円の減少となりました。これは主に、子会社のリース事業

における貸与資産の取得及び、株式会社クオークの第三者割当増資引受に伴う株式の取得等によるものです。 

 

（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、207 億 70 百万円の減少となりました。これは、株式及び社債の発行によ

る 387 億 4 百万円の資金調達に対し、長期借入金 208 億 97 百万円の返済並びに、短期借入金 237 億円、コマーシャ

ルペーパー118 億円の返済によるものです。 
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(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。 

なお、当期につきましては、期末配当を見送り、次期配当につきましても、無配といたします。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループは、リスク管理について体系的に定める「リスク管理基本規定」を制定し、事業を取り巻くさまざ

まなリスクに対して的確に管理・実践する体制を整備しております。 

当社は、当社グループ全体のリスクを統括管理することを目的として「リスク管理委員会」を定例開催し、企業

経営の健全性を確保するための全社方針を審議、決定及び実践しております。また、専門組織として設置したリス

ク統括部は、リスク管理の統括部署として全社的なリスク管理体制を整備することや各種リスクを横断的に統括管

理しております。個別リスクにつきましては、管理する組織を明確にし、分析、評価や規定・マニュアルの整備・

見直し等を行っております。なお、監査部では、リスク管理体制に関する内部監査を実施し、リスク管理体制が有

効に機能しているかを監査しております。 

万一の危機事態に対しては、「危機管理基本規定」に基づき「緊急対策本部」を設置し、損害を 小限に抑え事態

の収束を図るとともに、再発防止策を実行・管理する体制を整えております。 

なお、当連結会計年度末現在において、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

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

に至らない場合であっても自己破産や個人の民事再生法適用等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等の直接金融

を効率的に組み合わせ、流動性リスクや金利リスクの極小化に努めております。また、提携各社との資本提携よ

り資本増強をはかりましたが、経済動向や金融情勢等の変化によっては、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

導入等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等の危険性を

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等の災害が発生した場合等には、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。なお、現在、株式会社オーエムシーカー

ドとの業界初の災害対策システムの構築を進めており、これらのリスク軽減をはかっております。 

 

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、個人情報保護マネジメントシステムを策定・運用するとと
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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。過剰

貸付の抑制に伴う総量規制の導入や金利体系の適正化に伴う出資法の上限利率の引下げ等が行われることにより、

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「特定商取引に関する法律」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。 

 

⑥ 利息返還請求 

当社の融資業務において、利息制限法に定められた上限金利を超えて受領した利息部分につきましては、顧客

の超過利息の返還請求に伴い、利息返還損失を計上する場合があります。 

利息返還損失につきましては、「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）に基づき、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、将来返還見込額を計上しております。

しかしながら、前提とする返還実績及び足元の返還状況の変動によっては利息返還損失引当金の追加繰入が発生

し、業績が影響を受ける可能性があります。 
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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４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 ――――――― 
㈱クオーク 

㈱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 

㈱シーエフ信用保証 

㈱クオークビジネスサポート

東京クオークサービス㈱ 

 

 以上につきまして、その概要図は次のとおりであります。 

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

※2 ㈱シーエフトータルサービス

帳票管理、
当社ビル管理等

※1 ㈱シーエフオートリース
営業車両リース 法人・個人向け自動車リース

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

※4 ㈱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

※3 ㈱クオーク
信販商品・サービス提供

※1 ㈱シーエフ信用保証

業務提携

顧

客

（注）※1は、連結子会社

※2は、持分法適用非連結子会社

※3は、持分法適用関連会社

※4は、持分法非適用関連会社

事業性融資の保証、
保険代理店等

当社及び㈱シーエフ債権回収は、㈱三井住友フィナンシャル
グループ、㈱三井住友銀行それぞれの持分法適用関連会社で
あります。

業務委託等

その他持分法非適用関連会社 ２社

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

※2 ㈱シーエフトータルサービス

帳票管理、
当社ビル管理等

※1 ㈱シーエフオートリース
営業車両リース 法人・個人向け自動車リース

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

※4 ㈱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

※3 ㈱クオーク
信販商品・サービス提供

※1 ㈱シーエフ信用保証

業務提携

顧

客

（注）※1は、連結子会社

※2は、持分法適用非連結子会社

※3は、持分法適用関連会社

※4は、持分法非適用関連会社

事業性融資の保証、
保険代理店等

当社及び㈱シーエフ債権回収は、㈱三井住友フィナンシャル
グループ、㈱三井住友銀行それぞれの持分法適用関連会社で
あります。

業務委託等

その他持分法非適用関連会社 ２社
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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

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

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

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

 

(2) 目標とする経営指標 

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

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

の向上を経営目標に掲げております。 

中期経営計画におきましては、平成 22 年 3月期の主要目標（連結ベース）として、経常利益を 86 億円、EPS （1

株当たり当期純利益）36 円、ROIC 2.1％、EBIT 169 億円、NetDER 5.2 倍を目標としております。また、計画計数

の主なものは下記のとおりです。 

 

中期計画における計数の概略（連結ベース）             (単位：億円） 

 19/3 期 20/3 期 21/3 期 22/3 期 

営業収益 1,064 981 1,003 1,060 

経常利益 89 13 40 86 

当期純利益 18 -39 28 49 

EPS 19 円 -29 円 20 円 36 円 

ROIC 1.7% 1.1% 1.5% 2.1% 

EBIT 150 88 119 169 

Net DER 8.5 倍 5.9 倍 5.8 倍 5.2 倍 

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

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

注３）投下資本 ＝ 純有利子負債＋純資産 

注４）純有利子負債 ＝ 有利子負債－現金及び現金同等物 

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

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

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、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り、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 大化を目指しております。 

そのためには、アライアンスの積極推進を経営戦略の柱として位置付け、メガバンクの持つ圧倒的な法人・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を強化し

ております。 

また、それを、さらに発展、前進させるため、当社、株式会社オーエムシーカード及び株式会社クオークの３社

は、平成 21 年 4月を目処に合併致します。合併によって、各社の顧客基盤、営業力、ノウハウ等を結集・融合、ク

レジットカード事業と個品割賦事業を核とした専門性と機動性に溢れた企業体の誕生を目指します。合併会社は、

各社の強みを更に発展・進化させ、ＳＭＦＧグループとしての一体感を保ちつつ上場会社としての経営の独立性を

維持しながら、クレジットカードと個品割賦の事業シナジーを梃子に、生活者の視点で他社にはない特徴を持った

独自のビジネスモデルを構築します。 
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なお、合併会社は、当社の中核的な経営基盤が東海地区を中心に所在していることを踏まえ、引き続き東海地区

を重要な経営基盤のひとつとして重視するとともに、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井

住友銀行の東海地区における営業戦略と密接な連携をはかります。 

さらに、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び株式会社三井住友銀行との強固な提携関係を礎として、

合併会社と三井住友カード株式会社との緊密な連携体制を構築することにより、本邦ナンバーワンのクレジットカ

ード事業体への展開をはかります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

平成 19 年 11 月 16 日に公表した「新中期経営計画」では、対処すべき課題として、次の５点を挙げております。 

① 提携シナジーの発揮 

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を推進し、提携シナジーを発揮することによっ

て、「トップラインの成長」、「自己資本増強」、「クレジットカード事業の強化」、「個品割賦事業のステータス向上」

をはかります。 

② 営業店舗の再編 

47 都道府県の営業店舗網を維持しつつ、内部業務の集約により、営業店舗の一層の効率化をはかります。 

③ 人員の再配置 

営業店舗の再編により営業店人員を削減するとともに、本部間接部門の人員を削減し、回収・集中部門への再

配置、戦略推進部門への人員投入をはかります。 

④ 物件費等の抑制 

ＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）・コスト削減のプロジェクトによるカード業務のイニシャ

ル・ランニングコスト及び業務委託費用の削減や、回収部門への人員再配置による貸倒関連費用の圧縮、加えて、

販売促進費関連の削減をはかります。 

⑤ 有利子負債圧縮 

株式会社三井住友銀行をメインバンクとして、より安定的な調達体制を確立し、調達の多様化や有利子負債の

継続的な圧縮により、一段と強固な財務体質の構築をはかります。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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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19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20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  37,721 38,682  960 2.5

2 割賦売掛金 
※2,4 
,8 

513,640 472,201  △41,439 △8.1

3 信用保証割賦売掛金  509,460 513,265  3,804 0.7

4 集金保証前渡金  7,972 4,650  △3,321 △41.7

5 繰延税金資産  2,903 5,109  2,205 76.0

6 その他  53,726 47,387  △6,339 △11.8

貸倒引当金  △22,630 △22,504  125 0.6

流動資産合計  1,102,795 91.3 1,058,792 90.1 △44,002 △4.0

Ⅱ 固定資産   

1 有形固定資産 ※3  

(1) 貸与資産  9,466 10,397  930 9.8

(2) 建物  663 603  △59 △9.0

(3) 土地 ※7 542 455  △87 △16.1

(4) その他  347 320  △27 △7.8

有形固定資産合計  11,019 0.9 11,775 1.0 756 6.9

2 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  8,290 8,631  340 4.1

(2) その他  213 213  0 0.0

無形固定資産合計  8,504 0.7 8,844 0.8 340 4.0

3 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1,2 22,561 24,594  2,033 9.0

(2) 固定化営業債権 ※6 7,422 7,292  △130 △1.8

(3) 繰延税金資産  1,207 4,351  3,143 260.4

(4) 再評価に係る 
  繰延税金資産 

※7 32 －  △32 △100.0

(5) その他  58,146 62,875  4,728 8.1

貸倒引当金  △3,452 △3,489  △37 △1.1

投資その他の資産 
合計 

 85,918 7.1 95,624 8.1 9,705 11.3

固定資産合計  105,441 8.7 116,244 9.9 10,802 10.2

資産合計  1,208,237 100.0 1,175,037 100.0 △33,199 △2.7

        



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 12 - 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20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 ※8 46,929 39,069  △7,859 △16.7

2 信用保証買掛金  509,460 513,265  3,804 0.7

3 短期借入金  139,594 128,881  △10,713 △7.7

4 一年内返済予定 
長期借入金 

 80,087 78,269  △1,817 △2.3

5 未払法人税等  7,019 246  △6,772 △96.5

6 賞与引当金  1,607 1,523  △84 △5.3

7 役員賞与引当金  14 14  △0 △1.4

8 カードポイント引当金  660 1,044  384 58.2

9 事業移転損失引当金  － 3,700  3,700 －

10 割賦利益繰延 ※5 27,656 24,119  △3,537 △12.8

11 その他  59,608 48,432  △11,175 △18.8

流動負債合計  872,638 72.2 838,567 71.4 △34,071 △3.9

Ⅱ 固定負債   

1 社債  － 11,600  11,600 －

2 長期借入金  269,852 250,773  △19,079 △7.1

3 繰延税金負債  99 －  △99 △100.0

4 再評価に係る 
繰延税金負債 

 － 1  1 －

5 退職給付引当金  0 －  △0 △100.0

6 役員退職慰労引当金  － 102  102 －

7 利息返還損失引当金  13,676 26,106  12,430 90.9

8 負ののれん  95 －  △95 △100.0

9 その他  722 542  △179 △24.9

固定負債合計  284,445 23.6 289,125 24.6 4,679 1.6

負債合計  1,157,084 95.8 1,127,692 96.0 △29,391 △2.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

1 資本金  9,686 23,254  13,567 140.1

2 資本剰余金  19,031 32,570  13,539 71.1

3 利益剰余金  18,838 △6,095  △24,934 △132.4

4 自己株式  △974 △2,830  △1,855 △190.4

株主資本合計  46,582 3.8 46,898 4.0 316 0.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

1 その他有価証券評価 
差額金 

 4,775 597  △4,177 △87.5

2 土地再評価差額金 ※7 △204 △154  50 24.6

3 繰延ヘッジ損益  － 2  2 －

評価・換算差額等合計  4,570 0.4 445 0.0 △4,124 △90.2

純資産合計  51,152 4.2 47,344 4.0 △3,808 △7.4

負債純資産合計  1,208,237 100.0 1,175,037 100.0 △33,199 △2.7
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 (2) 連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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  13,227 13,584  357 2.7

 2 個品あっせん収益 ※2 26,323 21,558  △4,765 △18.1

 3 信用保証収益  14,109 13,943  △165 △1.2

 4 融資収益 ※2 40,771 34,981  △5,789 △14.2

 5 金融収益  552 379  △173 △31.4

 6 その他の営業収益  11,442 12,764  1,322 11.6

  営業収益計  106,425 100.0 97,211 100.0 △9,214 △8.7

Ⅱ 営業費用    

 1 販売費及び一般管理費    

  (1) 支払手数料  10,054 10,006   

  (2) 貸倒引当金繰入額  21,295 21,812   

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  3,392 21,265   

  (4) カードポイント引当金繰入額  660 1,044   

  (5) 役職員給料手当  17,629 16,756   

  (6) 賞与引当金繰入額  1,607 1,523   

  (7) 役員賞与引当金繰入額  14 14   

  (8) 退職給付引当金繰入額  1,093 1,113   

  (9) 役員退職慰労引当金繰入額  － 32   

  (10) 減価償却費  2,500 2,962   

  (11) その他  29,002 87,250 82.0 28,188 104,720 107.7 17,470 20.0

 2 金融費用  6,127 5.7 6,736 7.0 608 9.9

 3 その他の営業費用  4,555 4.3 4,973 5.1 417 9.2

  営業費用計  97,934 92.0 116,430 119.8 18,496 18.9

  営業利益 
（△は営業損失） 

 8,491 8.0 △19,219 △19.8 △27,711 －

Ⅲ 営業外収益    

1 受取保険配当金  370 346   

2 負ののれん償却額  95 95   

3 その他  67 533 0.5 54 496 0.5 △36 △6.8

Ⅳ 営業外費用    

1 持分法による投資損失  108 334   

2 雑損失  27 136 0.1 22 356 0.3 220 161.8

  経常利益 
（△は経常損失） 

 8,888 8.4 △19,079 △19.6 △27,967 －
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前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 投資有価証券償還益  151 56   

2 投資有価証券売却益  6,000 16   

3 固定資産売却益 ※3 4 6,157 5.7 － 73 0.1 △6,084 △98.8

Ⅵ 特別損失    

1 事業移転損失引当金繰入額  － 3,700   

2 割増退職金  － 1,396   

3 提携によるアドバイザリー手数料等  － 1,082   

4 投資有価証券評価損  － 954   

5 役員退職慰労引当金繰入額  － 132   

6 利息返還損失引当金繰入額  11,543 －   

7 過年度カードポイント引当金繰入額  373 －   

8 その他 ※4 204 12,120 11.4 74 7,340 7.6 △4,780 △39.4

税金等調整前当期純利益
（△は税金等調整前当期純損失）

 2,924 2.7 △26,346 △27.1 △29,271 －

法人税、住民税及び事業税  6,993 303   

法人税等調整額  △5,905 1,087 1.0 △2,810 △2,506 △2.6 △3,594 △330.4

当期純利益 
（△は当期純損失） 

 1,837 1.7 △23,840 △24.5 △25,677 －
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

 

前連結会計年度(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。 
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当連結会計年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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19年3月31日残高(百万円) 9,686 19,031 18,838 △974 46,582

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 13,567 13,536  27,104

 剰余金の配当 － △1,043  △1,043

 当期純損失 △23,840  △23,840

 自己株式の取得 △1,866 △1,866

 自己株式の処分 2 10 12

 土地再評価差額金取崩額 △50  △50

 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) 

13,567 13,539 △24,934 △1,855 316

平成20年3月31日残高(百万円) 23,254 32,570 △6,095 △2,830 46,898

 

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 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  27,104

 剰余金の配当  △1,043

 当期純損失  △23,840

 自己株式の取得  △1,866

 自己株式の処分  12

 土地再評価差額金取崩額  △50

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△4,177 50 2 △4,124 △4,124

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△4,177 50 2 △4,124 △3,808

平成20年3月31日残高(百万円) 597 △154 2 445 47,344
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 
  (△は税金等調整前当期純損失) 

 2,924 △26,346 

 2 減価償却費  5,327 5,979 
 3 負ののれん償却額  △95 △95 
 4 貸倒引当金の増加額(△は減少額)  1,869 △678 
 5 賞与引当金の減少額  △1 △84 
 6 役員賞与引当金の増加額(△は減少額)  14 △0 
 7 カードポイント引当金の増加額  660 381 
 8 事業移転損失引当金の増加額  － 3,700 
 9 退職給付引当金の増加額(△は減少額)  0 △0 
10 役員退職慰労引当金の増加額  － 102 
11 利息返還損失引当金の増加額  13,073 12,178 
12 受取利息及び受取配当金  △487 △344 
13 支払利息  5,783 6,198 
14 為替差損(△は為替差益)  △41 15 
15 持分法による投資損失  108 334 
16 有形固定資産売却益  △0 － 
17 有形固定資産処分損  308 399 
18 投資有価証券売却益  △6,000 △16 
19 割増退職金  － 1,396 
20 売上債権の減少額  52,137 59,034 
21 未収金の増加額  － △3,509 
22 資産流動化受益債権の増加額  △6,774 △7,336 
23 仕入債務の増加額(△は減少額)  2,562 △7,908 
24 割賦利益繰延の減少額  △4,595 △4,334 
25 役員賞与の支払額  △14 － 
26 その他  7,162 △2,414 

小計  73,921 36,650 
27 利息及び配当金の受取額  500 343 
28 利息の支払額  △5,500 △6,121 
29 割増退職金の支払額  － △1,396 
30 法人税等の支払額  △254 △7,023 

営業活動によるキャッシュ・フロー  68,666 22,451 
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  △4,542 △4,818 
 2 有形固定資産の売却による収入  336 473 
 3 無形固定資産の取得による支出  △3,272 △2,911 
 4 投資有価証券の取得による支出  △483 △10,108 
 5 投資有価証券の売却による収入  10,093 1,243 
 6 投資有価証券の償還による収入  151 56 
 7 その他  △963 △1,840 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,319 △17,904 
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)  17,100 △23,700 
 2 コマーシャルペーパーの純減少額  △56,700 △11,800 
 3 長期借入れによる収入  88,567 59,270 
 4 長期借入金の返済による支出  △95,077 △80,167 
 5 社債の発行による収入  － 19,495 
 6 株式の発行による収入  － 19,040 
 7 自己株式の取得による支出  △27 △1,866 
 8 配当金の支払額  △769 △1,043 
 9 その他  1 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △46,906 △20,770 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  41 △15 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)  23,121 △16,239 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  44,595 67,716 
Ⅶ 会社分割により承継した現金 

及び現金同等物の増加額 
 － 185 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 67,716 51,662 
    



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 18 - 

(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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 3社 

   会社の名称 

    ㈱シーエフオートリース 

    ㈱シーエフ債権回収 

    ㈱シーエフ信用保証 

     ㈱シーエフ信用保証は、新規設立したため、

当連結会計年度より連結子会社としておりま

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 

     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 

     非連結子会社3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 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 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、当連結会計年度末をも

って持分法の適用から除外しております。 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 1社 

    会社の名称 

    ㈱クオーク 

     ㈱クオークは、平成19年7月2日の株式取得に

伴い、当連結会計年度より持分法を適用した関

連会社となりました。 

 (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 

   ㈱クオークビジネスサポート 

   東京クオークサービス㈱ 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 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 

      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 

同左 

 

 

     時価のないもの 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

   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 建物(建物附属設備は除く) 

    a 平成10年3月31日以前に取得したもの 

      旧定率法 

    b 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに

取得したもの 

      旧定額法 

    c 平成19年4月1日以降に取得したもの 

      定額法 

   ハ 貸与資産、建物以外 

    a 平成19年3月31日以前に取得したもの 

      旧定率法 

    b 平成19年4月1日以降に取得したもの 

      定率法 

 （会計処理方法の変更） 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))

に伴い、当連結会計年度から、平成19年4月1日以降に

取得したものについては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 （追加情報） 

平成19年3月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から

5年間で均等償却する方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

  ② 無形固定資産(ソフトウェア) 

    社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

  ② 無形固定資産(ソフトウェア) 

同左 

  ③ 投資その他の資産(長期前払費用) 

    均等償却 

  ③ 投資その他の資産(長期前払費用) 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

  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） 

    当連結会計年度から「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。 

  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。 

 

  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。 

  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。 

   ⑤ 事業移転損失引当金 

    住宅ローンについて事業移転に関する方針を決

定したことに伴い、同事業の移転により発生する

損失に備えるため、移転時における損失見込額を

計上しております。 

  ⑤ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

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。 

  ⑥ 退職給付引当金 

同左 

   ⑦ 役員退職慰労引当金 

    当社及び主要な連結子会社の役員の退職慰労金

の支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。 
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前連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

   （会計処理方法の変更） 

    当社及び主要な連結子会社の役員退職慰労金は、

従来、支出時の費用として処理しておりました

が、当連結会計年度より「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・

保証実務委員会報告第42号）を適用し、当連結会

計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更しております。 

    この変更により、当連結会計年度の発生額38百

万円は販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額

132百万円は特別損失に計上しております。 

    この結果、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、営業損失及び経常損失はそれぞれ38百万円

増加し、税金等調整前当期純損失は102百万円増

加しております。 

  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。 

 

  ⑧ 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。 

 

 (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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

  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 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、5年間で均等償却しており

ます。 

 6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

 7 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。 

 7 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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 終改正平成18年12月22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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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5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。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「未収金の増加額」は、金額の

重要性が高まったため、当連結会計年度において区分掲

記することといたしました。 

なお、前連結会計年度における「その他」に含まれて

いる「未収金の増加額」は、831百万円であります。 
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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19年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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) 1,042百万円
 

※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) 7,852百万円
 

※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 95,280

投資有価証券 3,340

計 98,620
 

※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 54,454

投資有価証券 2,210

計 56,664
 

 (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) 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) 

61,915

計 62,915

  

※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。 

※3 有形固定資産の減価償却累計額は9,955百万円であ

ります。 

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 65,341

個品あっせん 303,594

融資 144,646

その他 58

計 513,640

  

※4 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 80,917

個品あっせん 272,757

融資 118,481

その他 45

計 472,201

  

※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

  

※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 499 13,607 13,584 522

個品あっせん 13,632 18,599 21,558 10,674

信用保証 12,972 13,365 13,943 12,394

融資 551 34,957 34,981 528

計 27,656 80,530 84,067 24,119

  

※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 

 財務諸表等規則第32条第1項第10号に規定される破

産更正債権等であります。 
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前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年3月31日) 

※7 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 

 

※7         ――――― 

※8 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 
 

※8         ――――― 

 

9 (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。 

 9 割賦売掛金を流動化した残高は次のとおりであり

ます。 

個品あっせん債権 98,006百万円 

融資債権 40,402百万円 
 

(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。 

(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1,978,315百万円

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 

 637,429百万円 
 

(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 

 574,207百万円 
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(連結損益計算書関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 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

71,782百万円であります。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
545,931
(543,682)

個品あっせん 
360,821
(350,023)

信用保証 
530,656
(525,814)

融資 
181,154
(146,780)

その他 1,010,195

計 2,628,759

 (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

65,462百万円であります。 

※2        ――――― ※2 営業収益には、流動化した割賦売掛金に係る収益

が次のとおり含まれております。 

個品あっせん収益 4,603百万円 

融資収益 6,137百万円 
 

※3 主なものはゴルフ会員権の売却4百万円であります。※3        ――――― 

※4 貸倒引当金繰入額が3百万円含まれております。 

 

※4        ――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(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、次のとおりであります。 

 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、次のとおりであります。 

 持分法適用関連会社の減少    190,848株 

 単元未満株式の売渡しによる減少  1,352株 

 

3 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

4 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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当連結会計年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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  46,106,864 ―  144,785,822 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 第三者割当増資による増加     31,638,000株 

 新株予約権付社債の転換による増加 14,468,864株 

 

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) 2,462,900  6,602,228 26,283  9,038,845 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式取得による増加       6,570,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加    32,228株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式交付による減少          17,000株 

 単元未満株式の売渡しによる減少     9,283株 

 

3 新株予約権等に関する事項 

 

目的となる株式の数 (株) 
会社名 内訳 

目的となる

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 

当連結会計年度末

残高(百万円)

提出会社 

第1回無担保転換

社債型新株予約

権付社債 

(平成19年5月14

日発行) 

普通株式      ― 32,125,205 14,468,864 17,656,341  11,600 

合計      ― 32,125,205 14,468,864 17,656,341  11,600 

(注) 1  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 

2  目的となる株式の数の変動事由の概要 

   第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は発行によるものであります。 

   第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は転換によるものであります。 
 

4 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19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 433 4.5 平成19年3月31日 平成19年6月28日

平成19年11月16日 
取締役会 

普通株式 611 4.5 平成19年9月30日 平成19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 

   該当事項はありません。 
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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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 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
 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 38,682百万円

流動資産のその他(短期貸付金)勘定 17,980百万円

計 56,662百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △5,000百万円

現金及び現金同等物 51,662百万円
 

 2        ――――― 

 

 2 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使 

新株予約権の行使による 
資本金増加額 3,950百万円

新株予約権の行使による 
資本準備金増加額 3,950百万円

新株予約権の行使による 
新株予約権付社債減少額 7,900百万円

 
 

(リース取引関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 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
 

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 1,084百万円

期末残高相当額 190百万円
 

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
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 103百万円

１年超 95百万円

合計 199百万円
 

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
 

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 160百万円

減価償却費相当額 148百万円

支払利息相当額 6百万円
 

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 1,075百万円

合計 1,209百万円
 

 (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 940百万円

合計 1,075百万円
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前連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

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
 

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 19,058百万円

減価償却累計額 8,661百万円

期末残高 10,397百万円
 

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
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,066百万円

１年超 7,237百万円

合計 11,303百万円
 

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
 

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 5,252百万円

減価償却費 3,017百万円

受取利息相当額 2,180百万円
 

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19年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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 9,692 18,004 8,311 5,778 8,620 2,842

小計 9,692 18,004 8,311 5,778 8,620 2,842

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

  株式 1,473 1,196 △277 7,073 5,843 △1,229

小計 1,473 1,196 △277 7,073 5,843 △1,229

合計 11,166 19,200 8,033 12,851 14,464 1,612

 (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、914 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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

売却額(百万円) 11,004 23 

売却益の合計額(百万円) 5,812 16 

売却損の合計額(百万円) － － 

 

3 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 
 

前連結会計年度 
(平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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 2,318 2,277 

合計 2,318 2,277 
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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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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。 

 

当連結会計年度(平成20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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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。また、一部の連結子会

社においては中小企業退職金共済制度を導入しており

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 

同左 

 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。 

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。 

 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 △16,714

②年金資産(退職給付信託を含む) 16,560

③未積立退職給付債務(①＋②) △153

④未認識数理計算上の差異 4,712

⑤未認識過去勤務債務(債務の減額)(注)1 △113

⑥連結貸借対照表計上額純額 

 (③＋④＋⑤) 
4,444

⑦前払年金費用 4,444

⑧退職給付引当金(⑥－⑦) ―

(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。 

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 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。 

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。 

 3 退職給付費用に関する事項 

(単位 百万円)

①勤務費用 814

②利息費用 326

③期待運用収益 △342

④数理計算上の差異の費用処理額(注)1 360

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) 1,113

(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。 

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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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19年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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) 
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
 

 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 10,588

繰越欠損金 4,064

事業移転損失引当金 1,500

貸倒償却 1,233

投資有価証券（みなし配当） 648

賞与引当金 617

退職給付引当金 533

カードポイント引当金 423

その他 1,028

  繰延税金資産小計 20,639

評価性引当額 △8,401

  繰延税金資産合計 12,237
(繰延税金負債) 
退職給付信託設定益 △1,960

その他有価証券評価差額金 △654

貸与資産減価償却費調整額 △111

その他 △50

  繰延税金負債合計 △2,777

  繰延税金資産（負債）の純額 9,460

 
(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 5,109

  固定資産－繰延税金資産 4,351
 

 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

  

 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 △1.0

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1

 住民税均等割 △0.4

 評価性引当額 △29.3

 持分法による投資損失 △0.5

 負ののれん償却額 0.1

 その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.5
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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18年4月1日 至 平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 

平成20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18年4月1日 至 平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 

平成20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18年4月1日 至 平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 

平成20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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

事業の

内容

議決権等

の被所有

割合(％)
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

短期 

借入金 
66,370

一年内 

返済予定 

長期借入金

5,000
資金の

借入等

借入   

687,423 

返済   

621,053 
長期 

借入金 
11,200

その

他の

関係

会社 

株式会社 

三井住友 

銀行 

東京都 

千代田区 
664,986 銀行業

直接 

 15.33

間接 

  9.41

― 
金銭借

入関係

利息の

支払 
622 未払費用 5

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針 

     株式会社三井住友銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。 

また、株式会社三井住友銀行からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に社内規程により 

決定しております。 

   ２．重要な取引のみを記載しております。 
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(1株当たり情報) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

1株当たり純資産額 531円64銭
 

1株当たり純資産額 348円77銭
 

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。

1株当たり当期純損失 178円65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、当期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。 

 (注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当期純利益 
（△は当期純損失） 

1,837百万円 △23,840百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 
（△は当期純損失） 

1,837百万円 △23,840百万円

普通株式の期中平均株式数 96,058,167株 133,443,340株

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

―

（新株予約権付社債） 
第1回無担保転換社債型新株

予約権付社債(額面金額11,600
百万円) 
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 (重要な後発事象) 

前連結会計年度(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 株を交付致しました。 

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 

9,617,952,000 円 

(6) 申込日 

平成 19 年 5月 14 日 
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(7) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(8) 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 

(9)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及び行使について 

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 

(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 
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(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。 

(14)転換状況 

株式会社三井住友銀行より平成 19 年 6月 7日付で新株予約権の行使があり、同日、転換価額 546 円で普通株

式 14,468,864 株を交付しております。 

①資本組入額の総額              3,950,000,000 円 

②転換後の資本金の額             23,254,875,924 円 

 

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 日開催の取締役会決議

により、平成 19 年 6 月 2 日付で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、株式会社シーエフ信用保証に承継致しました。 

(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した。 

②分割する事業に係る資産等の内容 

流動資産          481 百万円 

固定資産          750 百万円 

流動負債          281 百万円 

固定負債           －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（当社と兼務する人員は含んでおりません。） 

 

当連結会計年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3月 31 日)  

   該当事項はありません。 
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5. 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20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  37,280 37,848  568 1.5

 2 受取手形 ※7 2 1  △1 △47.5

 3 割賦売掛金 ※1,3 512,855 471,288  △41,566 △8.1

 4 信用保証割賦売掛金  510,513 515,734  5,220 1.0

 5 集金保証前渡金  7,972 4,650  △3,321 △41.7

 6 前払費用  1,511 1,435  △75 △5.0

 7 繰延税金資産  2,707 4,846  2,139 79.0

 8 未収収益  5,704 9,109  3,404 59.7

 9 短期貸付金  30,280 18,365  △11,914 △39.3

10 その他  14,787 17,023  2,236 15.1

貸倒引当金  △22,430 △22,018  412 1.8

流動資産合計  1,101,184 92.0 1,058,286 90.5 △42,898 △3.9

Ⅱ 固定資産   

 1 有形固定資産 ※2  

(1) 貸与資産  103 51  △52 △50.4

(2) 建物  651 590  △60 △9.4

(3) 器具及び備品  175 153  △22 △12.8

(4) 土地 ※6 542 455  △87 △16.1

有形固定資産合計  1,473 0.1 1,250 0.1 △222 △15.1

 2 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  8,247 8,597  349 4.2

(2) 電話加入権  212 212  0 0.0

無形固定資産合計  8,460 0.7 8,809 0.8 349 4.1
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前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20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 21,479 16,737  △4,741 △22.1

(2) 関係会社株式  1,204 9,659  8,455 701.8

(3) 出資金  250 230  △19 △7.8

(4) 関係会社長期貸付金  － 4,400  4,400 －

(5) 固定化営業債権 ※5 7,422 6,164  △1,258 △17.0

(6) 差入保証金  1,796 1,742  △53 △3.0

(7) 長期前払費用  100 1,667  1,566 －

(8) 繰延税金資産  1,207 4,349  3,142 260.3

(9) 再評価に係る 
   繰延税金資産 

※6 32 －  △32 △100.0

(10) 資産流動化受益債権  42,751 50,087  7,336 17.2

(11) その他  13,155 9,036  △4,118 △31.3

貸倒引当金  △3,451 △3,080  371 10.8

投資その他の資産合計  85,948 7.2 100,996 8.6 15,047 17.5

固定資産合計  95,882 8.0 111,056 9.5 15,174 15.8

資産合計  1,197,067 100.0 1,169,342 100.0 △27,724 △2.3
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前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20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 ※7 10,082 6,721  △3,361 △33.3

 2 買掛金  36,388 31,769  △4,619 △12.7

 3 信用保証買掛金  510,513 515,734  5,220 1.0

 4 短期借入金 ※8 137,794 128,781  △9,013 △6.5

 5 一年内返済予定 
  長期借入金 

※8 77,693 76,001  △1,692 △2.2

 6 未払金 ※8 4,834 5,295  461 9.5

 7 未払費用 ※8 1,287 1,315  28 2.2

 8 未払法人税等  6,873 114  △6,759 △98.3

 9 預り金 ※8 5,355 5,632  277 5.2

10 集金代行預り金  32,272 32,114  △157 △0.5

11 賞与引当金  1,547 1,463  △84 △5.4

12 役員賞与引当金  14 14  △0 △1.4

13 カードポイント引当金  660 1,044  384 58.2

14 事業移転損失引当金  － 3,700  3,700 －

15 割賦利益繰延 ※4 27,679 24,181  △3,497 △12.6

16 その他  15,541 3,913  △11,628 △74.8

流動負債合計  868,538 72.6 837,797 71.6 △30,740 △3.5

Ⅱ 固定負債   

 1 社債  － 11,600  11,600 －

 2 長期借入金  264,481 235,549  △28,931 △10.9

 3 関係会社長期借入金  － 11,200  11,200 －

 4 再評価に係る 
繰延税金負債 

 － 1  1 －

 5 役員退職慰労引当金  － 83  83 －

 6 利息返還損失引当金  13,676 26,106  12,430 90.9

 7 その他  722 542  △179 △24.9

固定負債合計  278,879 23.3 285,083 24.4 6,203 2.2

負債合計  1,147,417 95.9 1,122,880 96.0 △24,536 △2.1
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前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20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 23,254  13,567 140.1

 2 資本剰余金   

 (1)資本準備金  19,022 32,558  

 (2)その他資本剰余金  0 3  

資本剰余金合計  19,022 32,562  13,539 71.2

 3 利益剰余金   

 (1)利益準備金  1,140 1,140  

 (2)その他利益剰余金   

   別途積立金  13,700 13,700  

   繰越利益剰余金  2,503 △22,178  

利益剰余金合計  17,344 △7,338  △24,682 △142.3

 4 自己株式  △965 △2,821  △1,855 △192.3

株主資本合計  45,088 3.7 45,657 3.9 568 1.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

 1 その他有価証券 
評価差額金 

 4,765 958  △3,806 △79.9

 2 土地再評価差額金 ※6 △204 △154  50 24.6

評価・換算差額等 
合計 

 4,560 0.4 804 0.1 △3,756 △82.4

純資産合計  49,649 4.1 46,461 4.0 △3,187 △6.4

負債純資産合計  1,197,067 100.0 1,169,342 100.0 △27,724 △2.3
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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  13,227 13,584  357 2.7

  2 個品あっせん収益 ※2 26,323 21,558  △4,765 △18.1

  3 信用保証収益  14,112 13,959  △153 △1.1

  4 融資収益 ※2 40,771 34,947  △5,823 △14.3

  5 金融収益   

  (1) 受取利息  43 114  

  (2) その他  524 567 316 430  △136 △24.1

  6 その他の営業収益  5,889 6,297  408 6.9

  営業収益計  100,891 100.0 90,778 100.0 △10,112 △10.0

Ⅱ 営業費用   

  1 販売費及び一般管理費   

  (1) 支払手数料  10,038 9,974  

  (2) 貸倒引当金繰入額  21,187 21,548  

  (3) 利息返還損失引当金繰入額  3,392 21,265  

    (4) カードポイント引当金繰入額  660 1,044  

  (5) 役職員給料手当  17,040 16,145  

  (6) 賞与引当金繰入額  1,547 1,463  

    (7) 役員賞与引当金繰入額  14 14  

  (8) 退職給付引当金繰入額  1,063 1,080  

  (9) 役員退職慰労引当金繰入額  － 26  

  (10) 福利費  1,901 1,891  

  (11) 通信費  3,792 3,693  

  (12) 電算機費  7,126 6,937  

  (13) 賃借料  2,673 2,663  

  (14) 消費税等  1,764 1,673  

  (15) 減価償却費  2,399 2,870  

  (16) その他  11,579 86,182 85.4 11,120 103,412 113.9 17,230 20.0

  2 金融費用   

  (1) 支払利息  5,367 5,993  

  (2) その他  629 5,996 5.9 604 6,597 7.3 600 10.0

  3 その他の営業費用  186 0.2 67 0.1 △119 △63.9

  営業費用計  92,365 91.5 110,077 121.3 17,711 19.2

  営業利益 
（△は営業損失） 

 8,525 8.5 △19,298 △21.3 △27,824 －

Ⅲ 営業外収益   

 1 受取保険配当金  370 346  

 2 雑収入  64 435 0.4 52 398 0.5 △36 △8.4

Ⅳ 営業外費用   

  雑損失  24 24 0.0 22 22 0.0 △2 △9.2

 経常利益 
（△は経常損失） 

 8,936 8.9 △18,922 △20.8 △27,858 －
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前事業年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 投資有価証券償還益  151 56   

 2 投資有価証券売却益  5,812 4   

 3 関係会社株式売却益  209 －   

 4 固定資産売却益 ※3 4 6,178 6.1 － 61 0.1 △6,117 △99.0

Ⅵ 特別損失    

 1 事業移転損失引当金繰入額  － 3,700   

 2 割増退職金  － 1,396   

 3 提携によるアドバイザリー手数料等  － 1,082   

 4 投資有価証券評価損  158 939   

 5 役員退職慰労引当金繰入額  － 116   

 6 固定資産売却及び除却損 ※4 18 20   

 7 利息返還損失引当金繰入額  11,543 －   

 8 過年度カードポイント引当金繰入額  373 －   

 9 役員退職金  13 －   

10 ゴルフ会員権評価損 ※5 10 －   

11 その他  － 12,118 12.0 51 7,307 8.1 △4,810 △39.7

税引前当期純利益 
（△は税引前当期純損失）

 2,996 3.0 △26,169 △28.8 △29,165 －

法人税、住民税及び 
事業税 

 6,778 68   

法人税等調整額  △5,693 1,084 1.1 △2,649 △2,581 △2.8 △3,665 △338.1

当期純利益 
（△は当期純損失） 

 1,912 1.9 △23,587 △26.0 △25,500 －

        
 
 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 48 - 

(3) 株主資本等変動計算書 

 

前事業年度(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。 
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当事業年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 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

事業年度中の変動額      

 新株の発行 13,567 13,536 13,536   27,104

 剰余金の配当    － － △1,044 △1,044  △1,044

 当期純損失   △23,587 △23,587  △23,587

 自己株式の取得    △1,866 △1,866

 自己株式の処分   2 2  10 12

土地再評価差額金取崩額   △50 △50  △50

 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) 

13,567 13,536 2 13,539 － － △24,682 △24,682 △1,855 568

平成20年3月31日残高 
(百万円) 

23,254 32,558 3 32,562 1,140 13,700 △22,178 △7,338 △2,821 45,657

 

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19年3月31日残高 
(百万円) 

4,765 △204 4,560 49,649

事業年度中の変動額   

 新株の発行   27,104

 剰余金の配当   △1,044

 当期純損失   △23,587

 自己株式の取得   △1,866

 自己株式の処分   12

 土地再評価差額金取崩額    △50

 株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額) 

△3,806 50 △3,756 △3,756

事業年度中の変動額合計
(百万円) 

△3,806 50 △3,756 △3,187

平成20年3月31日残高 
(百万円) 

958 △154 804 46,461
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(4) 重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 

     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 

同左 

 

 

    時価のないもの 

同左 

 2 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  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 

 2 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 建物(建物附属設備は除く) 

   イ 平成10年3月31日以前に取得したもの 

      旧定率法 

   ロ 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取

得したもの 

      旧定額法 

   ハ 平成19年4月1日以降に取得したもの 

      定額法 

  ③ 貸与資産、建物以外 

   イ 平成19年3月31日以前に取得したもの 

      旧定率法 

   ロ 平成19年4月1日以降に取得したもの 

      定率法 

 （会計処理方法の変更） 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号))

に伴い、当事業年度から、平成19年4月1日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 （追加情報） 

平成19年3月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年

間で均等償却する方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

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

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 3 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

 3 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるため、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） 

当事業年度から「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。 

 (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。 

 

 (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。 

 (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。 

 

  (5) 事業移転損失引当金 

住宅ローンについて事業移転に関する方針を決

定したことに伴い、同事業の移転により発生する損

失に備えるため、移転時における損失見込額を計上

しております。 

 (5) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務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。 

 (6) 退職給付引当金 

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

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

  (7) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基

づく事業年度末要支給額を計上しております。 

   （会計処理方法の変更） 

当社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用と

して処理しておりましたが、当事業年度より「租税

特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13

日 監査・保証実務委員会報告第42号）を適用し、

当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更しております。 

この変更により、当事業年度の発生額31百万円は

販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額116百万

円は特別損失に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比

べ、営業損失及び経常損失はそれぞれ31百万円増加

し、税引前当期純損失は83百万円増加しておりま

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。 

 (8) 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。 
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前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 4 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 

 4 収益の計上基準 

 (1) 顧客手数料 

同左 

 (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。 

 (2) 加盟店手数料 

同左 

 5 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。 

 5 リース取引の処理方法 

同左 

 6 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。

 6 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 

 7 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。 

 7 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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 終改正平成18年12月22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。 

――――― 

 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 55 - 

 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

（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19年3月31日) 

当事業年度 
(平成20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 95,280

投資有価証券 3,340

計 98,620
 

※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 54,454

投資有価証券 2,210

計 56,664
 

 (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) 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) 

61,915

計 62,915

  

※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。 

※2 有形固定資産の減価償却累計額は1,252百万円であ

ります。 

※3 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 65,341

個品あっせん 302,867

融資 144,646

計 512,855

  

※3 割賦売掛金 

部門 金額(百万円)

総合あっせん 80,917

個品あっせん 271,889

融資 118,481

計 471,288

  

※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

  

※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 499 13,607 13,584 522

個品あっせん 13,632 18,599 21,558 10,674

信用保証 12,995 13,420 13,959 12,456

融資 551 34,924 34,947 528

計 27,679 80,552 84,049 24,181

  

※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 

財務諸表等規則第32条第1項第10号に規定され

る破産更正債権等であります。 
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前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20年3月31日) 

※6 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 

 

※6         ――――― 

※7 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 0百万円 

支払手形 107百万円 
 

※7         ――――― 

 

※8         ――――― ※8 関係会社に対する負債が、72,085百万円含まれて

おります。 

9  (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。 

9  割賦売掛金を流動化した残高は次のとおりであり

ます。 

個品あっせん債権 98,006百万円 

融資債権 40,402百万円 
 

(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。 

(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1,978,315百万円であります。 

   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。 

(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
 

(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

572,715百万円 

銀行借入に対するもの 

 ㈱シーエフオートリース 6,391百万円

計 579,106百万円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 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

71,782百万円であります。 

 1 取扱高 

部門 金額(百万円) 

総合あっせん 
545,931
(543,682)

個品あっせん 
360,821
(350,023)

信用保証 
532,743
(527,900)

融資 
181,154
(146,780)

その他 1,002,686

計 2,623,337

 (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

65,462百万円であります。 

※2         ――――― 

 

※2 営業収益には、流動化した割賦売掛金に係る収益

が次のとおり含まれております。 

個品あっせん収益 4,603百万円 

融資収益 6,137百万円 
 

※3 ゴルフ会員権の売却によるものであります。 

 

※3         ――――― 

 

※4 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 主なものは建物（建物附属設備を含む）の除却5百

万円であります。 

※5 貸倒引当金繰入額が1百万円含まれております。 

 

※5         ――――― 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(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、次のとおりであります。 

   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、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少  1,352株 
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当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20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） 2,412,900  6,602,228 26,283  8,988,845 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   自己株式取得による増加    6,570,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加 32,228株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   株式交付による減少       17,000株 

   単元未満株式の売渡しによる減少  9,283株 
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(リース取引関係)  

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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 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
 

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 1,084百万円

期末残高相当額 190百万円
 

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
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 103百万円

1年超 95百万円

合計 199百万円
 

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
 

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 160百万円

減価償却費相当額 148百万円

支払利息相当額 6百万円
 

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 1,075百万円

合計 1,209百万円
 

 (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 940百万円

合計 1,075百万円
 

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 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 224百万円

減価償却累計額 173百万円

期末残高 51百万円
 

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
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 33百万円

1年超 22百万円

合計 55百万円
 

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
 

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 65百万円

減価償却費 38百万円

受取利息相当額 6百万円
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前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20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。 

当事業年度(平成20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19年3月31日) 

当事業年度 
(平成20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) 

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
 

 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 10,588

繰越欠損金 4,043

事業移転損失引当金 1,500

貸倒償却 1,233

投資有価証券（みなし配当） 648

賞与引当金 593

退職給付引当金 533

カードポイント引当金 423

その他 605

  繰延税金資産小計 20,171

評価性引当額 △8,361

  繰延税金資産合計 11,810

(繰延税金負債) 

退職給付信託設定益 △1,960

その他有価証券評価差額金 △654

  繰延税金負債合計 △2,614

  繰延税金資産（負債）の純額 9,195

 

(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 4,846

  固定資産－繰延税金資産 4,349
 

 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
  

 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 △1.0

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1

 住民税均等割 △0.4

 評価性引当額 △29.3

 その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.9
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(1株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

1株当たり純資産額 515円75銭
 

1株当たり純資産額 342円14銭
 

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。

1株当たり当期純損失 176円70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、当期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。 

 (注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失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18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当期純利益 
（△は当期純損失） 

1,912百万円 △23,587百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 
（△は当期純損失） 

1,912百万円 △23,587百万円

普通株式の期中平均株式数 96,283,110株 133,493,340株

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

―

（新株予約権付社債） 
第1回無担保転換社債型新株

予約権付社債(額面金額11,600
百万円) 
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(重要な後発事象) 

前事業年度(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 株を交付致しました。 

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 

9,617,952,000 円 

(6) 申込日 

平成 19 年 5月 14 日 
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(7) 払込期日 

平成 19 年 5月 14 日 

(8) 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 

(9)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及び行使について 

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 

(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 



㈱セントラルファイナンス(8588) 平成 20 年 3月期決算短信 

- 66 - 

(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。 

(14)転換状況 

株式会社三井住友銀行より平成 19 年 6月 7日付で新株予約権の行使があり、同日、転換価額 546 円で普通株

式 14,468,864 株を交付しております。 

①資本組入額の総額              3,950,000,000 円 

②転換後の資本金の額             23,254,875,924 円 

 

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 日開催の取締役会決議

により、平成 19 年 6 月 2 日付で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、株式会社シーエフ信用保証に承継致しました。 

(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した。 

②分割する事業に係る資産等の内容 

流動資産          481 百万円 

固定資産          750 百万円 

流動負債          281 百万円 

固定負債           －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（当社と兼務する人員は含んでおりません。） 

 

当事業年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3月 31 日) 

   該当事項はありません。 
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